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狭 監 発 第 ７ ４ 号 

平成２７年１２月１５日 

 

 

 様 

 

 

狭山市監査委員  中 山 眞 男 

 

 

狭山市職員措置請求書について（通知） 

 

平成２７年１０月２６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。 

なお、監査委員のうち、田村秀二委員については、法第１９９条の２の規定により

除斥しました。 

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。 

１ 請求の要旨 

はじめに 

会派「新しき」（代表・●●●●議員）の政務活動費・資料購入代は  

２０７，６６４円と総務課の図書購入予算の約２倍で、主たる購入者は内容・手

口から●●●●議員と思料され、議会事務局長を通じ目的を質したが、「一般質

問のため」「読みたければいつでも貸す」とした。しかし、疑義が生じたので６

月上旬事務局職員を通じ文書回答を求めたが、「回答する」としながら、無視し

た。同人は選挙公約に「説明責任をはたす」としており、９月２９日再度同様に

回答を求めたが、無視の始末で極めて悪質だ。そこで、所属議員を調査し、必要

措置を執ることを求める。 

請求の理由 

１.資料で購入日を分析すると、一般質問の準備と思えない。とくに、No.５は「カ

ードゲーム」で、３議員は仲良く遊んで市政に役立ったのでしょうか。No.４３

は総務課の定期購入物で行政資料室で閲覧でき、会派が購入する必要はないの

だ。また No.４０も定期刊行物で、個人が自費で買うべきである。 
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２. No.５８に興味を抱く以前に、自分達の政務活動費の在り方を考えるべきだ。

尚、タイトルで内容不明の No.４６「反省しない」が、仮に自分達の性格のた

めなら購入は論外である。 

３．監査委員は会派として購入した全資料を提出させ、必要とした目的と市政に

役立ったか、他の市議の購入状況も参考に判断されたい。いやしくも議員の既

得権化は許されるものではない。 

以上から No.５・４０・４３・４６・５０の合計１３１，８７７円は最低で

も不当支出と思料するので市長は同会派に返還することを請求せよ。 

 

２ 事実を証する書面（写し） 

(1) 平成２６年度会派「新しき」政務活動費科目別集計表 

(2) 「クロスロード」紹介書面（京都大学生活協同組合公式ＷＥＢサイト） 

 

３ 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  

   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２７年１０月１８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 

陳述を希望したが、本人の都合により辞退した。 

 

第５ 関係職員の証拠の提出及び陳述 

 １ 証拠の提出（写し） 

(1) 平成２６年度会派「新しき」政務活動費収支報告書 
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(2) 平成２６年度会派「新しき」政務活動費交付等に係る決裁文書 

(3) 平成２６年度政務活動費に係る支出及び戻入証書 

  

２ 陳述 

関係職員の陳述及び陳述書の内容は、次のとおりであった。（要約） 

政務活動費は、地方自治法第 100条第 14項から第 16項までの規定に基づき、

議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付してい

るもので、図書の購入（資料購入費）については、条例及び要綱に「政務活動費

を充てることができる経費の範囲」「使途基準の具体例」が定められています。 

まず、狭山市議会政務活動費の交付に関する条例には、資料購入費に充てるこ

とができる政務活動費の範囲として、「会派又は会派に所属しない議員の行う調

査研究その他の活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費（政党で発

行する新聞、雑誌等の購読料は除く。）」とあります。 

次に、狭山市議会政務活動費の交付に関する要綱には、資料購入費の対象経費

として、(1)図書代、(2)資料代、(3)新聞購読料とあり、対象外経費として、(1)

政党で発行する新聞、雑誌等の購読料とあります。 

会派「新しき」の資料購入費中、№５「クロスロードゲーム」については、災

害対応カードゲーム教材「クロスロード」であり、大地震の被害軽減を目的に文

部科学省が進める「大都市大災害軽減プロジェクト」の一環として開発されたも

のであります。 

次に、№４６「反省しない」については、前佐賀県武雄市長の樋渡啓祐氏の著

作によるもので、書籍の内容紹介には「莫大な市の財政赤字を即行・即決・即断

とアイデアで返済。“チーム武雄市”の非常識な実現力。成功と失敗を繰り返し

てきた、戦い続ける弱小チームを動かす極意。」とあります。  

次に、№４０「日経グローカル」、№４３「ガバナンス」及び№５０「リスク

対策.com」については、年間を通じて毎月発行されている専門誌であります。 

このことから、議会事務局としては、会派「新しき」が購入した図書等は、狭

山市議会の政務活動費の交付に関する例規等を逸脱したものではなく、その支出

は適正なものと判断したものです。 

なお、議会事務局のチェックは、当該資料の議員活動への反映状況などを調査

するものではなく、例規等に則っているかどうかを確認したものであることを申

し添えます。 

 

第６ 関係会派及び議員の証拠の提出 

関係会派及び議員に対して、法第１９９条第８項の規定に基づき、平成２７年

１１月５日に証拠の提出を求め、提出された図書等の現物を確認した。 
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１ 証拠の提出（図書等） 

(1) 「クロスロード」 

(2) 「反省しない」 

(3) 「日経グローカル」（平成２６年７月７日号～平成２７年３月１６日号） 

(4) 「ガバナンス」（平成２６年４月号～平成２７年３月号） 

  (5) 「リスク対策．ｃｏｍ」（平成２６年 VOL．４３～平成２７年 VOL．４８） 

 

第７ 監査の結果 

１ 結論 

本件措置請求における、狭山市議会会派「新しき」に対し、平成２６年度に交

付された政務活動費２０７,６６４円のうち、不当であるとする１３１，８７７円

について市長は返還請求せよと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 

ア 政務活動費の概要について 

  政務活動費は、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、

議会における会派に対し、狭山市議会政務活動費の交付に関する条例（以下

「条例」という。）第４条第１項の規定に基づき、所属議員の数に月額２万

円を乗じて得た額を年２回に分けて交付している。また、会派に属さない議

員についても同様に個人に対して交付しているものである。 

イ 政務活動費の交付事務手続の流れ 

  政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び会派に属さない議員

は、狭山市議会政務活動費の交付に関する規則第４条の規定に基づき、政務

活動費交付請求書を年２回、市長宛提出後、政務活動費の交付を受けている。 

  また、会派の会計責任者及び会派に属さない議員は、翌年４月３０日までに、

全ての領収書又はこれに準ずる書類を添付して、政務活動費に係る収支報告

書を作成し議長に提出することとなっており、条例等に規定される経費の範

囲に基づいて支出した総額を控除して残額がある場合は、これを返還するこ

ととなっている。 

ウ 経費の範囲及び使途基準について 

  条例第６条に規定される経費の範囲（表 1）及び狭山市議会政務活動費の交

付に関する要綱（以下「要綱」という。）に規定されている使途基準の具体

例（表２）については、以下のとおりである。 
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  表１ 政務活動費を充てる事ができる経費の範囲（条例第６条別表） 

項 目 内        容 

研 修 費 会派又は会派に所属しない議員が研修会を開催するために必要

な経費（飲食又はこれに関する経費を除く。） 

調査研究費 会派又は会派に所属しない議員の行う調査研究その他の活動の

ために必要な先進地調査又は他の団体の開催する研究会等に参

加するために要する経費（政治活動に関するもの及び公費によ

る行政視察との併用は除く。） 

資料作成費 会派又は会派に所属しない議員の行う調査研究その他の活動の

ために必要な資料の作成に要する経費（政党の発行する機関紙

に関するものは除く。） 

資料購入費 会派又は会派に所属しない議員の行う調査研究その他の活動の

ために必要な図書、資料等の購入に要する経費（政党で発行す

る新聞、雑誌等の購読料は除く。） 

広  報  費 会派又は会派に所属しない議員の調査研究その他の活動、議会

活動及び市の政策について住民に報告し、及び周知するために

要する経費（政党の発行する機関紙等に関する経費及び飲食又

はこれに関する経費を除く。） 

広  聴  費 会派又は会派に所属しない議員が住民からの市政及び当該会派

又は会派に所属しない議員の政策等に対する要望及び意見を吸

収するための会議等に要する経費（飲食又はこれに関する経費

を除く。） 

事  務  費 会派又は会派に所属しない議員の行う調査研究その他の活動の

ために必要な消耗品費、通信費等 

  表２ 使途基準の具体例（要綱第５条別表） 

項 目 対 象 経 費 対 象 外 経 費 

研 修 費 (1)会議費 

(2)講師謝金 

(1)飲食又はこれに関する

経費 

調査研究費 (1)運賃 

(2)宿泊料 

(3)車借上料 

(4)有料道路代、駐車場料金 

(5)視察先への謝礼品代 

(6)保険料 

(7)視察に伴う博物館等の入館料 

(8)研究会等参加者負担金 

(1)政治活動に関する経費 

(2)公費による行政視察と

の併用 
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資料作成費 (1)調査、研究資料の印刷代 

(2)翻訳料 

(3)資料作成用ツールソフト 

(4)記憶メディア 

  (CD,DVD,USBメモリ等) 

(5)資料作成委託料 

(1)政党の発行する機関紙

に関する経費 

資料購入費 (1)図書代 

(2)資料代 

(3)新聞購読料 

(1)政党で発行する新聞、雑

誌等の購読料 

広  報  費 (1)広報紙、報告書印刷代 

(2)送料 

(3)会場費 

(4)手話通訳等の料金 

(1)政党の発行する機関紙

等に関する経費 

(2)飲食又はこれに関する

経費 

広  聴  費 (1)会場費 

(2)印刷代 

(3)手話通訳等の料金 

(1)飲食又はこれに関する

経費 

事  務  費 (1)消耗品費 

(2)通信費 

(3)プリンターリース代 

 

 備考１ 調査研究費について 

      天災その他やむをえない事情により、先進地調査又は研究会等に参

加するための経路及び方法を変更又は取り消した場合、それに伴い

発生する変更又は取消しに係る手数料は、対象経費とする。 

 備考２ 資料購入費について 

      図書又は資料を購入した場合は、領収書の余白（裏面等）に書名及

び単価を記載することとし、購入図書の裏表紙の写しを提出する。さ

らにその合計額は領収書の金額と一致しなければならない。 

 備考３ 広報費・広聴費について 

(1)  会派の名称は、政党名にあっては「○○党狭山市議団」又は「狭

山市議会○○党議員団」等の名称を、他の会派にあっては会派名又

は政党名の取り扱いに準じた名称を用いるものとする。 

(2)  会派に属しない議員が広報費・広聴費を対象経費としようとする

ときは、あらかじめ会派名に準ずる名称を議長に提出し、承認を受

けた名称を使用しなければならない。 

 備考４ 対象外経費について 

      使途基準の具体例は、上記表のとおりであるが、基本的には、以下
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の支出には政務活動費を充てることができない。 

       (1) 慶弔、見舞、餞別等の交際費的経費の支出 

       (2) 政党活動経費への支出 

       (3) 後援会活動経費への支出 

       (4) 選挙活動経費への支出 

       (5) 飲食又はこれに関する経費への支出 

       (6) 私的活動に関する経費への支出 

       (7) 調査研究活動として認められない備品への支出 

 

(2) 監査委員の判断 

   政務活動費は、平成１２年の法の一部改正により制度化された「政務調査費」

が、平成２５年３月１日施行の法改正により名称が変更されたものであり、さら

に、交付目的については「議員の調査研究その他の活動に資するため」と改めら

れ、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で規定することが義務付

けられたものであり、従前の「政務調査費」の範囲を拡充させたものであると思

料される。 

また、政務活動費の使途については「議員の調査研究活動は多岐にわたり、

個々の経費の支出がこれに必要かどうかについては議員の合理的判断に委ねら

れる部分があることも確かである。（平成２２年３月２３日最高裁判決）」と

摘示されている。他にも「法が政務調査費交付制度を設けた趣旨に照らせば、

議会の議員の調査研究に直接役立つか、これに密接に関連して必要な費用に限

定すべき合理的理由はなく、調査研究のための有益な費用も含まれる。（平成

１６年４月１４日東京高裁判決）」と摘示されたことを考慮すれば、政務活動

費の使途については、自治体が実施している事業や施策のみならず、他の自治

体あるいは民間事業者が実施している事案などを調査、研究及び検証するなど、

結果として成果に結びつくか否かを問わず、条例等に規定される使途基準を逸

脱しない限りにおいては、議員の裁量として認められるべきものと考えられる。 

 これらのことから、請求人が不当であると指摘する、資料購入費として申請

した図書等について、以下のとおり提出された現物を確認し検証した。 

  ア 『クロスロード』 

    請求人が主張するようにカードを使用するものではあるが、カードに書か

れた、災害に遭ったときのジレンマの事例を自らの問題として考え、「Yes」

か「No」で自分の考えを示し、参加者同士が意見交換を行いながら進めるゲ

ーム形式の防災啓発用品であることが確認された。自治体によっては、地域

の防災研修会などに使用されるケースも見受けられた。 

    また、平成２６年６月定例市議会の一般質問の場において、会派「新しき」
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に所属する議員から、当該品目を防災教育に取り入れてはどうかの提案もさ

れていた。 

    当該品目については、現物及び領収書も確認でき、内容についても疑義は

無く、条例及び要綱の基準を逸脱しているとは考えられず、議員の裁量の範

囲内であると判断した。 

  イ 『反省しない』 

    前佐賀県武雄市長の樋渡啓祐氏の著作によるもので、自治体のトップとし

ての経験を書き綴ったものであり、発想の転換という意味においては、自治

体職員あるいは地方議会議員の参考になる部分もあると認められた。 

    当該図書については、現物及び領収書も確認でき、内容についても疑義は

無く、条例及び要綱の基準を逸脱しているとは考えられず、議員の裁量の範

囲内であると判断した。 

  ウ 『日経グローカル』 

    地域創造のための専門誌として、平成１６年に創刊されたもので、全国自

治体の財政、環境、教育、医療、産業振興など様々な課題や先行事例などが

掲載されており、自治体職員あるいは地方議会議員の参考になる部分もある

と認められた。 

    当該図書については、現物及び領収書も確認でき、内容についても疑義は

無く、条例及び要綱の基準を逸脱しているとは考えられず、議員の裁量の範

囲内であると判断した。 

  エ 『ガバナンス』 

  公務員のための専門誌として、平成１３年に創刊されたもので、研究者

の論文だけでなく、首長や現場のインタビューが多いのが特徴である自治

総合雑誌として位置づけられており、地方議会議員の参考になる部分もあ

ると認められた。 

  当該図書については、現物及び領収書も確認でき、内容についても疑義

は無く、条例及び要綱の基準を逸脱しているとは考えられず、議員の裁量

の範囲内であると判断した。 

オ 『リスク対策.Com』 

    危機管理などの先進事例を伝える専門誌として、平成１９年に創刊され

たもので、組織や地域を守るための具体的な手法などが掲載されており、

自治体職員あるいは地方議会議員の参考になる部分もあると認められた。 

  当該図書については、現物及び領収書も確認でき、内容についても疑義

は無く、条例及び要綱の基準を逸脱しているとは考えられず、議員の裁量

の範囲内であると判断した。 
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以上のとおり、請求人の指摘する政務活動費の使途については、不当な公金

の支出であるとは判断できないことから、その余の点について判断するまでも

なく本件請求には理由がないものである。 

     

以上のことから「１ 結論」のとおり判断する。 

 

 

  附帯意見 

政務活動費については、昨年の兵庫県議会議員の政務活動費支出に係る釈明会

見以後は、よりスポットを浴びる機会が増え、また、従前より住民訴訟になった

場合にはその返還が求められるケースもあり、その使途について注目されている

ところである。 

しかし、議員の様々な調査研究の費用としての政務活動費については、地方自

治法において保障されているものであり、自治体の条例等で経費の範囲や基準を

明確にすれば、特に問題の起こる余地はないものと考えるところである。 

当市においては、収支報告書及びすべての領収書等の議長への提出が義務付け

られているため、おおよそ不正支出はないものと思われるが、当該費用が公金で

ある以上、その使途については議員本人のみならず議会事務局においても、市民

に対する透明性の確保に十分配慮する必要があると思料するところである。 

 

 

 

 

 

 

 


