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狭 監 発 第 ２ ７ 号 

平成２９年７月１０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２９年５月１６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、磯野和夫委員については、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 

監査にあたり、請求人が提出した請求書及びその事実を証する書面から、請求

人が主張する要旨を次のように解した。 

 

●●●●議員が平成２７年市議会議員一般選挙に立候補した際に作成された選

挙公報に「政務活動費の使用を辞退する」旨の公約を掲載しておきながら、平成 

２８年夏に出張した費用について●●●●議員を含む会派（●●●）が受領した

政務活動費から充てているのは公約違反であり、また、●●●が平成２８年１１

月に発行した議会だより討議資料について、市長が平成２９年第１回市議会定例

会の一般質問で答弁した内容と矛盾しており、その記載内容に重大虚偽があるの

で、これらのことは、狭山市議会議員政治倫理規程第３条第１項第５号「事実に

反する宣伝活動を行わないこと」に反している。 

それにもかかわらず、議会事務局職員は善管注意義務を怠り、違法又は不当な

政務活動費を支出したことは市に損害を与えているので、狭山市長は議会事務局

職員に対し、●●●●議員の出張費用及び●●●の議会だよりの作成等に要した
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費用を返還するよう求める。 

 

２ 事実を証する書面（写し） 

（１）狭山市●●● 議会だより 平成２８年１１月発行 

（２）視察届（平成２８年７月１３日から平成２８年７月１５日まで） 

（３）平成２８年度政務活動費収支報告について 

 

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２９年６月９日に証

拠の提出及び陳述の機会を与えた。 

 １ 証拠の提出 

   証拠の追加提出はなかった。 

 

 ２ 陳述（要約） 

選挙公報は税金で作っているものである。●●●●議員の選挙公報には「政務

活動費は受け取らない。議員報酬で賄う。」との記載がある。 

本人は当選したのち●●●に所属しているが、昨年１０月の出張費用を政務活

動費から支出している。これは●●●●議員個人の問題ではなく、選挙公報にウ

ソを書いてもいいのかという問題である。狭山市議会議員政治倫理規程に「ウソ

を載せるな」とあることにも反している。 

昨年１１月、●●●で新聞を発行し、ここには「市の財政は健全である」と掲

載されている。市長は、平成２９年３月の●●議員の一般質問で「近年」という

言葉を使って「財政は赤字である」と答えている。一方で市長は、もともと立候

補するときに、市民に対し「市の財政は健全である」と言っている。市長もウソ

を言っていることになる。それで何も責任を取らないのはおかしい。 
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なお、議会に対し、●●●●議員の辞職勧告要求を出している。非を認めるか

否かは本人の問題であるが、もし、●●●●議員が政務活動費を返還することと

なった場合は、今回の住民監査請求は取り下げる。 

監査については、公正不偏な観点に立って、きちっとやってもらいたい。 

 

第５ 監査対象事項 

 請求書の記載事項及び請求人の陳述内容を踏まえ、請求人が返還を求めている

のは、平成２８年度分として●●●に支出した政務活動費のうち、●●●●議員

に係る出張費用は収支報告書の調査研究費６１９，０８７円を会派に属する議員

の人数の５で除した額に相当する額である１２３，８１７円とし、議会だよりの

印刷等に要した費用は収支報告書の広報費２９９，５８１円として、これらが違

法又は不当な公金の支出と認められるか否かを監査対象とした。 

なお、会計課から提出された資料から、●●●に係る政務活動費の交付決定か

ら支出までの事務については議会事務局長の決裁によるものであった。 

 

第６ 関係職員の証拠の提出及び陳述 

 １ 証拠の提出（写し） 

（１）職員措置請求書に対する理由説明書（陳述書） 

（２）●●●に対し支出した平成２８年度分の政務活動費に関し、狭山市議会政務

活動費の交付に関する規則（以下単に「規則」という。）第５条第２項の規定

により狭山市長に送付した収支報告書の写しに添付した送付文書の写し 

（３）●●●に対し支出した平成２８年度分の政務活動費に関する議会事務局の決

裁文書等の写し（交付申請書、交付決定通知書、交付請求書および精算に関す

る書類を含む。） 

（４）●●●に対し支出した平成２８年度分の政務活動費の戻入通知書兼領収書 

（５）●●●に対し支出した平成２８年度分の政務活動費に係る収支報告書の写し

（領収書等の写しを含む。） 

  

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） 

（１）政務活動費の交付に係る事務手続きと狭山市議会議員政治倫理規程との関係

性について 

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会

派又は会派に所属しない議員に対して交付しているものであります。 

狭山市議会政務活動費の交付に関する条例等に政務活動費を充てることが
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できる経費の範囲や使途基準を定めておりますが、政務活動費の交付決定から

収支報告書の内容の確認までに係る事務手続きにおいては、狭山市議会政務活

動費の交付に関する条例等に適合するか否かで判断するものであり、狭山市議

会議員政治倫理規程に反しているか否かで判断するものではありません。 

（２）狭山市議会議員政治倫理規程第３条第５号について 

狭山市議会議員政治倫理規程第３条第５号は倫理規範として「事実に反する

宣伝活動を行わないこと」と規定し、第４条で「議員は、倫理規範に反する疑

いがある行為が議員により行われたと認められるときは、議員３人以上の者の

連署及びその理由を明らかにした文書により狭山市議会議長に倫理規範に反

する行為の存否について審査の請求をすることができる」と規定しているもの

であります。 

（３）議会事務局職員が「善管注意義務」を怠り、違法若しくは不当な政務活動費

を支出し、市に損害を与えたとする件について 

地方自治法第１００条第１４項の規定により定められた狭山市議会政務活

動費の交付に関する条例等に基づいて、議会事務局職員は、法令等を遵守し適

正に事務を行っております。 

一方、選挙公報への公約の掲載や会派が作成する広報紙の記事の作成につい

ては、議員とその会派の責任において行われるものであります。 

したがいまして、請求人の「議会事務局職員が善管注意義務を怠り、違法若

しくは不当な政務活動費を支出し、市に損害を与えている」との主張は当たら

ないものです。 

 

第７ 本件措置請求に係る事実関係の概要 

１ 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。 

 

２ 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、

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、会派の経理責任者及び会派に属さない議員は、翌年４月３０日までに、

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
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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。 

 

３ 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。 

  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)会場費 

(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 
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４ 本件政務活動費に係る事務について 

提出された資料及び職員の陳述内容から、本件政務活動費に係る事務は次のと

おり行なわれていた。 

（１）平成２８年４月１日、規則第２条の規定により、●●●の代表者であった●

●●●議員が本件政務活動費に係る交付申請書を市長に提出した。交付申請額

は条例第４条の規定により１，２００，０００円であった。 

（２）平成２８年４月１日、規則第３条の規定により、議会事務局職員が平成２８

年４月から９月までの政務活動費の交付決定の額について議会事務局長の決裁

後に●●●の代表者であった●●●●議員に対し交付決定通知書により通知し

た。交付決定の額は１，２００，０００円であった。 

（３）平成２８年４月１日、規則第４条の規定により、●●●の代表者であった●

●●●議員が本件政務活動費に係る交付請求書（平成２８年４月から９月まで

の分）を市長に提出した。 

（４）平成２８年４月４日、議会事務局職員が政務活動費（上半期）の交付につい

て起案、同月６日、議会事務局長が決裁した。 

（５）平成２８年４月２０日、●●●の銀行口座に政務活動費を支出した。支出額

は会派５名の平成２８年４月から９月までの月数分に当たる６００，０００円

であった。 

（６）平成２８年１０月３日、規則第４条の規定により、●●●の代表者であった

●●●●議員が本件政務活動費に係る交付請求書（平成２８年１０月から平成

２９年３月までの分）を市長に提出した。 

（７）平成２８年１０月１２日、議会事務局職員が政務活動費（下半期）の交付に

ついて起案、同日、議会事務局長が決裁した。 

（８）平成２８年１０月２５日、●●●の銀行口座に政務活動費を支出した。支出

額は会派５名の平成２８年１０月から平成２９年３月までの月数分に当たる  

６００，０００円であった。 

（９）平成２９年４月２０日、条例第８条の規定により、●●●の経理責任者であ

った●●●●議員が平成２８年度の政務活動費収支報告書を狭山市議会議長に

提出した。 

（１０）前号の収支報告書の提出を受けて、狭山市議会議長及び議会事務局職員が

収支報告書の内容の確認及び審査を行い、その内容が条例等に適合しているこ

とを確認した。 

（１１）平成２９年５月９日、●●●の代表者であった●●●●議員が政務活動費

返還届に返還すべき金額１５８，５１５円を添えて市長に提出した。 

（１２）平成２９年５月１０日、議会事務局職員が狭山市役所内指定金融機関派出

所において、同月９日に返還された１５８，５１５円を戻入した。 
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（１３）平成２９年５月１１日、規則第５条の規定により、狭山市議会議長が政務

活動費収支報告書の写しを市長に提出した。 

 

上記それぞれの事務については、条例等の規定に基づき適正に執行されている

ことを確認した。なお、これらの事務のうち市長の権限に属する事務については、

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則（昭和５９年規則第６４号）に

基づいて議会事務局の職員を市長の事務部局の職員に併任し、補助執行させてい

るものである。 

 

第８ 監査の結果 

１ 結論 

●●●●議員の平成２７年市議会議員一般選挙の選挙公報に政務活動費の受領

を辞退する旨を掲載しておきながら平成２８年度の出張費用に政務活動費を充て

ているのは選挙公約に反していること及び会派「●●●」発行の議会だよりの掲

載内容が市長が平成２９年第１回市議会定例会の一般質問における答弁内容と矛

盾し、その内容に重大虚偽があることは、狭山市議会議員政治倫理規程第３条第

１項第５号に反しており、議会事務局職員が善管注意義務を怠って違法又は不当

な政務活動費を支出したことは市に損害を与えているので、同会派に対し支出さ

れた平成２８年度の政務活動費のうち●●●●議員の出張費用及び同会派の議会

だよりの作成等に要した費用について、議会事務局職員に対し返還するよう求め

る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、これを棄却する。 

 

２ 判断の理由 

（１）●●●●議員の出張費用に政務活動費を充てているのは選挙公約に反してい

ること及び会派「●●●」発行の議会だよりの掲載内容に重大虚偽があること

は、狭山市議会議員政治倫理規程に反しているとの主張について 

倫理規範に反する疑いがある行為については、狭山市議会議員政治倫理規程第

５条に定める狭山市議会議員政治倫理審査会がその行為の存否について審査する

ものであって、このような議員の政治倫理に関する事項は、住民監査請求になじ

まないものである。 

また、●●●が昨年１１月に発行した議会だより討議資料に掲載された一般会

計決算との記述は「実質収支」に係るものであり、一方、狭山市長の平成２９年

第１回市議会定例会の一般質問における答弁は「実質単年度収支」に係るもので

あって、これらは市の財政をそれぞれ異なる視点で捉えたものである。それぞれ

の記述等に誤りは認められないことから、「矛盾し、その内容に重大虚偽がある」

との主張は、請求人の考えにすぎないものである。 
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（２）議会事務局職員が善管注意義務を怠って違法又は不当な政務活動費を支出し

たことは、市に損害を与えているとの主張について 

政務活動費に関する裁判例には、「政務調査費は議会の執行機関に対する監視

の機能を果たすための政務調査活動に充てられることも多いと考えられるところ、

執行機関と議会ないしこれを構成する議員又は会派との抑制と均衡の理念に鑑み、

議会において独立性を有する団体として自主的に活動すべき会派の性質及び役割

を前提として、政務調査費の適正な使用についての各会派の自律を促すとともに、

政務調査活動に対する執行機関や他の会派からの干渉を防止しようとするところ

にある」と示され、「政務調査費条例は、政務調査費の支出に使途制限違反があ

ることが収支報告書等の記載から明らかにうかがわれるような場合を除き、監査

委員を含め区の執行機関が、実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容

等に立ち入ってその使途制限適合性を審査することを予定していないと解される」

（平成２１年１２月１７日最高裁判決）と摘示されている。 

すなわち、議会事務局職員には適正な公金支出の観点から政務活動費の使用状

況を確認する責務があるが、政務活動費の使途基準適合性に関する確認は、第一

次的には会派が自主的、自律的に行うべきものであって、議会事務局職員による

確認は政務活動費が適切に支出されていると確認できる範囲で一般的、外形的に

行うことが要請されているというべきである。 

つまり、政務活動費の支出が適切になされていないと明らかに疑われるべき具

体的な事情があった場合にはじめて具体的な調査をすべき職務上の義務があると

いうべきであり、議会事務局職員の確認方法がこれらの点から不適切あるいは不

合理な場合には、違法又は不当な公金の支出となることがあるというべきである。 

そこで、会派「●●●」に対する政務活動費の支出について検証したところ、

条例等の使途基準に基づき適切に支出されていた。また、当該政務活動費の支出

が適切になされていないと明らかに疑われるべき具体的な事情は認めらないこと

から議会事務局職員には具体的な調査をすべき職務上の義務があるとはいえず、

議会事務局職員の確認方法に不適切あるいは不合理な点は見受けられなかった。 

これらのことから、請求人の主張には理由がないと判断した。 

 

以上のことから「１ 結論」のとおり判断する。 


