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狭 監 発 第 ２ ０ 号 

平成２５年５月２９日 

 

 

 様 

 

 

狭山市監査委員  増 田 万 吉 

 

 

 

狭山市監査委員  田 村 秀 二 

 

 

 

狭山市職員措置請求書について（通知） 

 

平成２５年４月５日付けで提出された地方自治法（以下「法」という。）第２４２

条第１項の規定による監査請求について、請求内容を監査した結果を下記のとおり通

知します。 

 

記 

 

第１ 請求の内容 

本件措置請求の内容は、次のとおりであった。（以下、原文のまま掲載） 

 

１ 請求の要旨 

（１）仲川幸成狭山市長と小谷野剛狭山市議会議長らは、姉妹都市・韓国統營市長

からの、招請は平成２４年９月３日である。（資料１） 

（２）しかし、不思議なことに小谷野議長は、この招請６日前の同８月２８日、議

会事務局起案により（資料２）のとおり、同市公式訪問（10/4～7）とする目的

で、負担兼命令額１３７，０００円を同８月３０日概算払いで受領したが、議

長自らの出張命令書（資料３）には命令年月日の記入がない。 

 また、この時点で航空運賃を積算する根拠はなく、ましてや旅費請求書兼領

収書（資料４）には「命令年・月・日」の記入もない始末である。 

 このことから、市は違法・不当な公金の支出に該当すると思料する。 



 2  

（３）一方、仲川市長について、出張命令は上記招請後の同９月１８日としており

問題はないが、旅費請求書兼受領書（資料５）に市長自らが押印しながら「年・

月・日」の記入がない。すなわちいやしくも行政の最高責任者として、事務執

行の適正を欠き、不当な公金の支出に相当すると思料する。 

（４）さて、招請にかかる韓国・統營市訪問のスケジュールは（資料６）のとおり

招請約１ヶ月後の１０月１日公表したが、公式行事は１・２日目だけである。

問題は、３日目で、昼には釜山におり、帰国予定のＪＡＬ９５８便は１４：   

００であり、帰国は十分可能であったが、観光リゾート・温泉で有名な海雲台

に宿泊し、４日目は釜山市内の南浦洞を見学とするが、目的を持った視察では

なく、唯単なる観光のためであったと言える。 

（５）この３・４日目に関し、統營市の招請に応じたものとか、土・日曜日であっ

たと反論しても、観光であることは出張前から認識していたのであり、この分

にかかる出張手当と支度料の支払いは、違法不当な公金の支出に当たると思料

するので返還を求める。 

（６）そもそも、この出張の正当性には疑問があるのだ。 

 平成１７年２月、島根県議会が「竹島の日」を制定したことに韓国が反発し、

直後に統營市は（資料７）の「教科書問題」を提起したが、仲川市長は明確な

態度を表明しなかったが、その背景には（資料８）のとおり、「竹島問題」を認

識していたと推察するが、これを機に交流は途絶えていた。 

 このような中、昨年８月李明博大統領（当時）が竹島に上陸したが、日本で

も大問題となった直後、市長が招請に応じた理由及び議長が前２項の通り、招

請前に、根拠不明確な概算払いをするなど議会報告もなく極めて不自然である。 

（７）さて、平成１７年５月１２日大阪高裁の判例（資料９）は「派遣計画の相当

性を検討するにあたり、全体的な考察のみならず、個別の日程の検討も不可欠」

とし、「視察日程の一部であっても、当該日程が観光目的など視察目的と何ら無

関係に組まれ、そのために公金が支出されている場合、当該日程部分について

の公金支出は、裁量権の逸脱又は乱用に当たり違法」としているのだ。 

監査委員は、この判例を参考に正しく監査することを求める。 

 

 ２ 事実を証する書面（写し） 

（１） 統營市長からの招請状 

（２） 市議会議長の支出負担行為兼支出命令書 

（３） 市議会議長の出張命令書 

（４） 市議会議長の旅費請求書兼領収書 

（５） 市長の旅費請求書兼領収書 

（６） 市長・市議会議長 統營市公式訪問 滞在日程 
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（７） 統營市長からの文書 

（８） 狭山市議会議員候補者選挙公報 

（９） 大阪高等裁判所判決文 

（10）姉妹都市統營市公式訪問についての起案書（議会事務局） 

 

３ 補正通知に対する回答  

（１）返還請求すべきとする公金の受領者については、前記１請求の要旨（５）中、

「出張手当」の前に「市長と議長の」を加える。 

（２）返還請求すべきとする者については、前記１請求の要旨（５）中、「返還を

求める」の前に「市長へ」を加える。 

 

４ 請求人 

  住所  

氏名  

 

第２ 請求の受理 

本件措置請求については、法第２４２条の規定による所定の要件を具備してい

るものと認め、これを受理した。 

 

第３ 監査対象部局  

総合政策部 秘書課 

市民部 自治振興課 

   議会事務局 

 

第４ 請求人の証拠の提出及び陳述 

請求人に対して法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２５年５月１日に証

拠の提出及び陳述の機会を与えた。 

 １ 証拠の提出 

  証拠の提出はなかった。 

 

 ２ 陳述 

請求人は措置請求書の請求の要旨について説明した。最後に、監査委員は、こ

の判例（大阪高裁平成１７年５月１２日判決）を参考に正しく監査することを求

める。もし、棄却するのであれば、その判例を否定してもらいたいと陳述した。 

 

第５ 関係職員の調査 
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平成２５年５月１日に関係職員の出席を求め実施した。 

 

第６ 監査の結果 

１ 結論 

本件措置請求に関する請求人の主張には理由がなく、措置の必要は認められない

ため、棄却する。 

 

２ 理由 

（１）本件措置請求に係る事実関係の概要 

狭山市は当初、大韓民国慶尚南道忠武市と産業、文化、観光等の交流を図り、

両市の繁栄と友好親善を深めることを念願して姉妹都市関係結縁を昭和４８

年７月４日に締結した。しかし、平成７年１月１日忠武市が統營郡と統合し、

統營市として発足したため、狭山市と統營市は、従来の狭山市と忠武市との姉

妹都市結縁関係を継承することとし、平成７年１０月１日に継承の宣言をして

いる。 

忠武市との姉妹都市関係を締結して以来、行政はもとより、民間においても、

狭山市国際交流協会を中心に市民訪問団や青少年訪問団の相互訪問を行うな

ど、文化、教育、スポーツなど様々な分野での交流は計８８回にのぼっている。 

今回の統營市への海外出張は、平成２３年１月に副市長が事務協議のため統

營市を訪問した際、具体化されたものである。このことにより、統營市長から

市長夫妻、市議会議長夫妻、狭山市国際交流協会会長及び市職員について「統

營市民の日」式典参列などを目的に、平成２４年１０月４日（木）から同月７

日（日）までの４日間の招請があったものである。 

 なお、訪問日程については、当初より統營市が計画したものであったが、

視察に予定以上の時間がかかったことや道路の渋滞等により、統營市の判断で

一部行程の変更があり、以下のとおりとなったものである。 

 

ア 出張日程 

平成２４年１０月４日（木） 

          統營市随行職員：地域発展推進団長  

地域発展推進団市場開拓係長   

地域発展推進団市場開拓担当者  

５：００ 狭山市役所発 

     ８：００ 成田空港着 出国手続き 

    １０：００ 成田空港発 

    １２：１５ 釜山金海空港着（統營市職員出迎え⇒随行開始） 
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     １３：００ 釜山金海空港発 統營市へ 

     １５：３０ ホテル着（チェックイン） 昼食 

     １７：１０ 金統營市長表敬訪問（統營市庁舎） 

１７：４０ 金統營市議会議長表敬訪問（統營市庁舎） 

     １８：５０ 統營市長主催歓迎晩餐会 

     ２０：５０ ホテル着 

 

平成２４年１０月５日（金） 

         統營市随行職員：地域発展推進団市場開拓係長   

地域発展推進団市場開拓担当者  

   ７：３０ 朝食 

   ９：００ ホテル出発 

   ９：２０ 海底トンネル視察 

  １０：００ 統營市民の日 式典参列（統營市民文化会館） 

  １２：００ 昼食 

  １３：００ ＭＵＪＩＧＥセンター訪問 

１４：００ 閑山島（制勝堂）視察 

     １６：３０ 統營芸術祭写真展観覧 

     １９：００ 統營市議会議長主催歓迎晩餐会 

     ２１：００ ホテル着 

 

平成２４年１０月６日（土） 

       統營市随行職員：地域発展推進団市場開拓係長   

地域発展推進団市場開拓担当者  

   ７：３０ 朝食 

   ８：１０ ホテル出発（チェックアウト） 

   ８：２０ 朝市視察（西湖市場） 

   ９：３０ 閑麗水道眺望ロープーウェイ搭乗 

  １２：３０ 昼食 

  １３：３０ 釜山へ移動 

  １６：００ 太宗台視察 

  １８：３０ 夕食 

 １９：５０ 釜山タワー視察 

  ２０：４０ ホテル着（チェックイン） 

 

平成２４年１０月７日（日） 
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       統營市随行職員：地域発展推進団長  

地域発展推進団市場開拓担当者  

    ７：００ 朝食 

９：００ ホテル出発（チェックアウト） 

９：３０ ロッテ免税店釜山店 

   １０：３０ 空港へ移動 

   １２：００ 出国手続き、昼食（統營市職員見送り⇒随行終了） 

     １４：００ 釜山金海空港発 

   １６：００ 成田空港着 

   １７：００ 成田空港発 

   ２０：００ 狭山市役所着 

※大韓民国滞在中の全日程において統營市随行職員のもとで行動している。 

 

イ 旅費の支払額について 

    統營市からの招請に係る海外出張の旅費は、市長、市議会議長並びに随行

の市職員である市民部長及び秘書課長について、狭山市職員の旅費に関する

条例に基づく外国旅行の旅費に関する取扱いによる支給額の定めに従い、支

給している。 

   （ア）航空賃については、成田空港から釜山金海空港へはＪＡＬ９５７便、釜

山金海空港から成田空港へはＪＡＬ９５８便を利用し、エコノミークラス

の航空賃として、実費１名につき７３，９９０円を支給している。 

   （イ）日当については、外国旅行の旅費に関する取扱いの規定に基づき、市長

及び市議会議長にはそれぞれ２５，２００円（１日６，３００円）、市民

部長及び秘書課長にはそれぞれ２０，０００円（１日５，０００円）を支

給している。なお、統營市からの招請であるため、宿泊料及び食卓料は支

給していない。 

  （ウ）支度料については、外国旅行の旅費に関する取扱いの規定に基づき、市

長及び市議会議長にはそれぞれ２６，９５０円、市民部長及び秘書課長に

はそれぞれ１７，５２０円を支給している。 

（エ）旅券交付手数料については、外国旅行の旅費に関する取扱いの規定に基

づき、市議会議長へ実費１１，０００円を支給している。 

 

ウ 旅費の支給手続について 

市長、市議会議長、市民部長及び秘書課長の旅費（航空賃、日当、支度料

等）については、渡航前に地方自治法施行令第１６２条及び狭山市会計規則

の規定に基づき、出張命令書及び支出負担行為兼支出命令書により概算払で
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支給され、帰国後には、狭山市会計規則の規定に基づき、精算書で旅費の精

算をしている。 

なお、市長の旅費請求書兼領収書において請求日及び領収日が、市議会議

長の出張命令書及び旅費請求書兼領収書において出張命令日、請求日及び領

収日が未記入であり、市議会議長の出張命令書（精算）においては出張期間

の誤記があった。 

 

（２）監査委員の判断 

    本件措置請求の対象となった海外出張は、姉妹都市である統營市の市長から

の招請状に基づき、平成２４年１０月４日から７日までの４日間について実施

されたもので、請求人は、このうち、出張命令書等の事務処理の不当性に伴う

公金支出の違法性等、また、出張の３日目及び４日目の旅費（日当及び支度料）

について、当該日程が公務でなく観光であると指摘し、市長及び市議会議長の

旅費の返還を求めているので、当該出張の妥当性と市への損害の有無について

それぞれ検証した。 

  ア 市議会議長及び市長の出張命令等事務処理の不当性について 

  市議会議長の旅費については、統營市からの正式招請日である平成２４年９

月３日以前の同年８月３０日に、概算払により支給されていることが確認でき

たが、正式招請前の事前調整により、同年８月１５日に自治振興課長から議会

事務局次長宛に、当該出張に伴う事前準備の依頼がなされていたことから、不

当であるとはいえない。 

  また、市長及び市議会議長の支出命令書等の事務処理における記入漏れや誤

記については、確かに適正を欠いていると言わざるを得ないものであるが、そ

れをもって支出行為自体が違法であると判断することはできず、狭山市職員の

旅費に関する条例等の規定により、適正な支給が行われていたことから、市へ

の損害は無いものと思料される。 

イ 出張日程について 

    統營市とは、旧忠武市の時代である昭和４８年から友好都市としての交流が

続けられ、今年で４０年目を迎える。請求人からの資料にもあるとおり、政治

的な懸案であった教科書問題により、平成１６年度に統營市長が狭山市施行 

５０周年記念式典参列以降、民間レベルの交流はあったものの、首長の相互交

流は途絶えていたが、今回の訪問により相互交流が再開されたものである。 

    また、本件出張の報告書にもあるように、今回の訪問は、統營市が企画し、

全日程について、統營市職員随行のもとで行われたものである。 

    日程の１日目及び２日目については、統營市長及び統營市議会議長との各歓

迎晩餐会への列席及び「統營市民の日」式典への参列も確認できることから公
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務と判断できるものである。 

ウ ３日目及び４日目に係る出張手当と支度料の支払の違法性等について 

    長や議員の行う出張についての必要性や出張内容の相当性等についての判断

は、過去の判例から、出張の目的、動機、態様等に照らし、これが著しく妥当

性を欠いていると認められる場合に限り、裁量権を逸脱又は濫用したものとし

て違法となると考えるのが相当であるとされている。また、裁量権の逸脱又は

濫用に当たるとされた事例では、地方公共団体の議会の議員の海外視察につい

て「視察日程の一部ではあっても、当該日程が専ら観光目的など視察目的とは

何ら無関係に組まれ、そのために公金が支出されている場合には、当該日程部

分についての公金の支出は、裁量権の逸脱又は濫用に当たり、違法であると解

するのが相当である（大阪高裁平成１７年５月１２日判決）。」がある。 

    これらのことから、３日目及び４日目の日程が姉妹都市との親善及び交流と

いった出張目的とは何ら無関係に組まれ、専ら観光目的であったかどうかを検

証してみる。 

（ア）３日目について 

     ３日目は公式行事がなく、統營市内の観光資源である閑麗水道や釜山市内

を視察しているが、本市と統營市との間の姉妹都市提携協定書には次の具体

的事業が列挙されている。 

１ 市民各層の代表団の相互交流  

２ 両市の歴史・文化の交流及び観光の振興に関する相互交流 

３ 産業技術の交流 

４ 訪問団体の相互歓迎 

５ その他目的達成に必要な事業 

この具体的事業と同日の日程を照らした場合、具体的事業の２及び４の実

現のため、統營市の観光資源である閑麗水道や文化・経済圏を同じくする釜

山市内を統營市の職員の同行のもとで視察したものであること、両市の相互

訪問は前記具体的事業を推進するために、招請側で日程を企画し、訪問市だ

けにとらわれず、広く地域全体の理解を図っていく中で培われてきたこと、

及び市長と市議会議長らの海外友好都市訪問については「出張日程の一部に

公的機関への訪問等が全く含まれないその限りで一般の観光旅行と異なら

ない日程が組まれたからと言って、直ちに当該出張の公的意義が失われるこ

とにならず、諸事情を総合して判断する（福岡高裁平成１６年５月２７日判

決）。」との判例もあることを勘案すると、市議会議員による海外行政視察を

対象とした前記の大阪高裁判決とは出張の目的、動機、態様等が著しく異な

るものであり、同日の日程が姉妹都市との親善及び交流といった出張目的と

は何ら無関係に組まれ、専ら観光目的であったとは直ちに判断することはで     
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きないと思料するものである。 

（イ）４日目について 

     ４日目は帰国日であることから、空港へ移動する時間を利用して釜山市内

の免税店を訪問したものと考えられ、当該訪問が直ちに同日の公務性を否定

するものではないと思料するものである。 

      

よって、本件出張に係る旅費の支給については、狭山市職員の旅費に関す

る条例等の定めに基づき、所定の支給要件に適合していることからこれを違

法又は不当と判断すべき事項はなく、市への損害はないものと判断した。 

      以上のことから「１ 結論」のとおり判断する。 

 

附帯意見 

   本件措置請求において、請求人から提出された公文書の写しを監査する中で、

出張命令書等に記載漏れや誤記などがあることが確認された。特に、出張命令に

係る領収書及び旅費請求書については、適正な処理が行われるよう先に会計管理

者に指示したところであるが、市民の市政に対する不信や誤解を生じさせること

の無いよう、市は適正な事務執行に改めて留意すべきである。 

また、外国旅行の旅費の取扱いについては、昨今の状況等も考慮し、速やかな

対応を望むところである。 


