
さいたま市監査委員告示第３７号 

地方自治法第２４２条第５項の規定により、住民監査請求に係る監査を行ったので、

監査結果を別紙のとおり告示する。

  令和２年１０月６日

     さいたま市監査委員 大 矢 幸 子   

同 工 藤 道 弘   
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住民監査請求に係る監査結果 

令和２年８月７日付け監査監第６９２号で受け付けた職員措置請求書（以下「請求書」と

いう。）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２

条第５項の規定により、監査を行ったので、その結果を次のとおり通知します。 

なお、監査の実施に当たり、さいたま市議会議員のうちから選任された伊藤仕監査委員及

び松下壮一監査委員については、法第１９９条の２の規定により除斥しました。 

第１ 請求の要旨

  請求人が提出した請求書及び事実証明書に記載されている主張の要旨は、次のとおりで

ある（原文のまま掲載）。 

 ・さいたま市議会の●●●●議員 

 ・２０１９年度政務活動費の支出について（別紙１（１～１６ページ）参照） 

  ⑴ 資料購入費 

   1) 損害は、政務活動費に相応しくない資料（別紙２（１７～２６ページ）参照）を

購入しており、公費の無駄使いに相当。 

   2) 措置請求は、５４，７００円と後払い制の導入により公費の無駄使いを削減。 

  ⑵ 事務所費（自宅が事務所を兼ねる場合）別紙３（２７～３１ページ）参照 

   1) 損害は、①領収書等貼付用紙が分かりにくく、議会局との電話による確認用電話

代、②政務活動費の使途運用指針が甘すぎ、事務所費が過大。 

2) 措置請求は、１９５，９１７円と①領収書等貼付用紙は固定費・変動費と公費・

私費を区分した領収書を議会局が準備し、別々に徴収させ貼付、②限度額の設定な

どの使途運用指針を改定、③自宅の外壁に議員事務所名を明示。 

  ⑶ 領収書と集計表の照合（集計表の４月分の収支の未計上は、議会局のチェックミス

の可能性もあり、議会局主導で対応）で、別紙４（３２ページ）参照 

      1) 損害は、①当該議員の領収書等貼付用紙と集計表（８ページ）の４月分とを照合

して残額が一致しないことが分かり、②さらに、チェックすると４月分は会派や関

係議員の収支が、すべて０（ゼロ）計上、③従って残額も不一致と判明（なお、４

月分は支払明細書のみで、領収書貼付はなし）。 

   2) 措置請求は、①会派と関係所属議員の領収書から同集計表に４月分を計上しない

と残額が確定しない。②残額が過剰であれば自己負担し、余剰が出れば返納するこ

とになっており、このままでは過剰額や返納額が決まらない（請求者は、原因の究

明と集計表の修正を早急に実施し、次に現行の使途運用指針を改定するよう請求）。 
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地方自治法第２４２条第１項の規定により、別紙の事実証明書を添え、必要な措置を

請求します。 

※監査委員注釈：以下は、事実証明書別紙２に記載されている内容である。 

  資料購入費の内容 

1) 損害は、政務活動費に相応しくない資料（別紙２（１７～２６ページ）参照）購入

しており、公費の無駄使いに相当。 

  2) 措置請求は、５４，７００円と後払い制の導入により公費の無駄使いを削減。 

追加説明 

  １．領収書ナンバー１１０（別紙２－１（１８ページ）参照） 

   ⑴ 月刊誌（世界思想・Ｖｉｅｗ ｐｏｉｎｔ）および思想新聞の記載がある（請求者

としては市民には馴染みの少ない思想的なもので政務活動には関係が薄い、支出額

は３６，０００円で高額な公費の無駄使いにほかならないと思量する）。 

   ⑵ さいたま市議会議会局の担当者からの電話では、●●議員と面談し①ＬＧＢＴ

（性的少数者）、②地方自治のために購入したとのことであった（請求者は、支出

日が本年３月１日で、その後の政務活動と当該資料の利用頻度とその実績を知りた

い（別紙１－４（９～１６ページ）参照））。 

  ２．領収書ナンバー１１１（別紙２－２（１９ページ）参照） 

   ⑴ 領収書には「住宅地図 見沼区 １冊」で、支出額は１８，７００円とある（請

求者としては、さいたま市議会図書室には各種地図が完備されているはずで、これ

らを利活用すべきで、また当該議員は当選８回のベテランで、当然、過去に「住宅

地図 見沼区」は購入したものと思量する）。 

   ⑵ さいたま市議会議会局の担当者からの電話では、議員は選出区の住宅地図は購入

している。●●議員と面談した結果は、①見沼区の街づくり、②開発状況のために

購入したとのことであった（請求者としては、支出日が本年３月２５日（後掲⑶の

令和２年３月吉日）とは近すぎるので、その後の政務活動の実績を知りたい（次項

⑶参照））。 

   ⑶ ●●議員の選出区は見沼区で、同区宮ヶ谷塔２丁目（と畜場）および同４丁目

（道の駅）の推進派である。その理由は、さいたま市地域経済活性化拠点整備協議

会に参加した地元の委員の呼びかけで開催された「心配なことや要望を語る会」で、

●●議員が「地元の自治会長らから事業実施に関する同意書を取得済みなのに、な

ぜこのような会を開くのか、同意書の原本は自分が保管している」と語った。請求

者はオンブズマン見沼として「多くの意見や要望が出て、種々問題がある」と反論

した。 

     別紙２－２－１（２０～２３ページ）は請求者自宅の郵便受けに入れられていた。

「令和２年３月吉日付け、宮ヶ谷塔・小深作地権者協議会代表名で地権者宛に出し

たもので、事務局は秋山建設（久喜市）」となっている（請求者としては、別紙２
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－２－１が推進派のものであり、地元の話では「当該土地の大部分の売買仮契約が

了している」とのことで、この最新の住宅地図見沼区を、このために利活用したと

思量。なお、別紙２－２－２は、さいたま市による住民説明会に配布された資料の

一部を参考として添付した。 

※監査委員注釈：以下は、事実証明書別紙３に記載されている内容である。 

事務所費の内容（自宅が事務所を兼ねる場合）で、別紙３（２７～３１ページ）参照 

  1) 損害は、①領収書等貼付用紙が分かりにくく、議会局との電話による確認用電話代、

②政務活動費の使途運用指針が甘すぎ、事務所費が過大。 

  2) 措置請求は、１９４，９１７円と①領収書等貼付用紙は固定費・変動費と公費・私

費を区分した領収書を議会局が準備し、別々に徴収させ貼付、②限度額の設定などに

ついて使途運用指針を改定、③自宅の外壁に議員事務所名を明示。 

  追加説明 

  １．領収書ナンバー１３、４０、６８、１０６（別紙３－１（２５～２９ページ）参照） 

   ⑴ ８－１ページの収支報告書と８ページの集計表の事務所費と各領収書の金額を照

合した結果、集計表の４月分に７０，０００円の記入漏れがあった（資料購入費で

も４月に２，２００円、この他に２つの費目ついても記入漏れがあったので、８ペ

ージの集計表を手書きで修正）。４月分は旧様式で領収書の貼付はなく支出明細書

に記載がされていたものが、見落とされた結果と思量する（請求者としは、これら

の領収書等貼付用紙は、非常に紛らわしく、議会局担当課は、より簡潔な用紙を準

備すべきである）。 

   ⑵ １カ月の事務所賃借料７０，０００円に電気、上下水道・駐車場代を含むとある

が、固定費分と変動費分が込み込みで、計上されている（請求者としては、固定費

分の事務所賃借料と駐車場借上料は、領収書を変動費分とは別にすべきである（請

求者は、毎月末と毎年末に収支を締めて１０年になる。当該議員と同世代である年

金生活者の２０１９年末の支出実績から判断すると、相当の減額が可能である。 

   ⑶ 損害は、①月額７０，０００円の事務所賃借料は１５，０００円（年額１８０，

０００円）の減額、②事務所用灯油は１２月から３月のまでで、５回の給油により

灯油１０１．５㍑９，８３３円は自宅と按分５０％で４，９１７円の減額、③３月

の駐車場借上料（２台分）１０，０００円は、駐車場代として月額７０，０００円

に含まれ、かつ、当該議員宅にはワゴン車の駐車が可能なスペースがあり、認めら

れない（現地確認済み）。総額１９４，９１７円を返納すべきである。 

   ⑷ 措置請求としては、①２０１９年４月に、さいたま市議会議員の改選があり、②

２０１９年度の上期が４月と５～９月に２分され、政務活動費の精算は、下期と合

わせて３分割されたこと、③インターネットによる政務活動費の情報開示の初年度

にあたったことなどを考慮したとしても、（請求者としては、前項の返納額は、現

下のコロナ渦にあって「第二の報酬」と揶揄される政務活動費に、さらに厳しい目
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が向けられており、襟を正すべきであり、返納を請求する。 

 ※監査委員注釈：以下は、事実証明書別紙４に記載されている内容である。 

  領収書と集計表の照合（集計表に４月分の収支が未計上、別紙４（３２ページ）参照） 

  1) 損害は、①当該議員の領収書等貼付用紙と集計表（８ページ）の４月分とを照合し

て残額が一致しないことが分かり、②さらに、チェックすると４月分は会派や関係議

員の収支が、すべて０（ゼロ）計上、③従って残額も不一致と判明（４月分は支払明

細書のみで、領収書貼付はなし）した。 

  2) 措置請求は、①会派と関係所属議員の領収書から同集計表の４月分に計上しないと

残額が一致しない。②残額が過剰であれば自己負担し、余剰が出れば返納することに

なっており、過剰額や返納額が決まらない（請求者は、原因の究明と集計表の修正を

実施し、さらに、現行の使途運用指針を改定するよう請求） 

 追加説明 

  １．議会局は、原因を解明し、４月分の未計上部分を修正し、残額を計算・提示する。

この修正が他の関係書類まで及ぶ場合は、全てを処理すること。 

  ２．議会局は、令和２（２０２０）年度の政務活動費の情報開示までに、担当課内およ

び担当課間の調整を行い、その内容を関係議員に周知徹底すること。 

  ３．議会局は、現行の甘すぎる使途運用指針の改定（案）を作成し、市議会での審議・

可決内容を、議会局の担当課内および担当課間の調整を密にし、担当者は関係議員に

対して、とくに長老議員やベテラン議員といえども、納税者・市民の目線で、性悪説

に立った説明・指導を行うこと。 

※監査委員注釈：別紙事実証明書（別紙１～別紙４）のうち、上記以外は掲載を省略した。 

※監査委員注釈：請求書上、⑵の2)として１９５，９１７円と記載があるが、これは事実証

明書別紙３に記載されている１９４，９１７円の誤りであると解した。 

第２ 請求の受理 

本請求について、法第２４２条第１項及び第２項の要件審査を実施したところ、住民監査

請求の対象となり得る普通地方公共団体の職員等が明らかにされておらず、形式上の不備によ

り法第２４２条の要件を満たしているとは認められなかったため、令和２年８月１９日付け

で、請求人に対し、令和２年８月１９日から令和２年９月２日までの期間を設け、補正を

求めることとし、請求人が補正に要した期間は監査期間から除く旨を通知した。 

令和２年８月２５日、請求人から補正書が提出され、これを受け付けた。 

改めて、本請求について、法第２４２条第１項及び第２項の要件審査を実施したところ、本

請求のうち、資料購入費として計上された５４，７００円及び事務所費として計上された１

９４，９１７円の返還を求めていると解される請求については、要件を具備しているもの

と認め、令和２年８月２５日付けで本請求の受理を決定した。請求人のその余の主張につ
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いては、専ら請求人の主観による見解や要望について述べているものであり、住民監査請

求の対象となる違法又は不当な財務会計上の行為には当たらないことから、法第２４２条

の要件を満たしているとは認められなかった。 

なお、請求人が提出した補正書の内容は、次のとおりである（原文のまま掲載）。 

１ 請求の対象職員 

清水勇人さいたま市長 

理由：さいたま市の予算を執行する市長に対し、不適正な支出により、さいたま市

に損害を与えたと判断するので、当該費目の返還を請求するため、補正書を

提出します。 

第３ 監査の実施

１ 対象事項 

請求人が提出した請求書及び事実証明書等から判断し、令和元年度に●●●●議員

（以下「Ｘ議員」という。）に交付された政務活動費のうち、資料購入費として計上さ

れた５４，７００円及び事務所費として計上された１９４，９１７円が違法又は不当な

支出であるか、その結果、さいたま市長（以下「市長」という。）がＸ議員に対する返

還請求権の行使を怠っていると認められるかを監査対象とした。 

２ 対象所管 

議会局総務部総務課 

３ 監査方法 

次の方法により監査を行った。 

⑴ 法第２４２条第７項の規定により、令和２年９月１０日に請求人の陳述を聴取した。 

また、請求人から、令和２年９月７日付けで、追加の証拠として、「さいたま市職

員措置請求書の新証拠などの提出及び陳述について」の提出があり、これを受け付け

た。しかしながら、監査請求の対象を追加変更することは許されないと解されるとこ

ろ、提出された追加の証拠は、請求書の補充に当たらず、監査請求の対象の追加変更

と解される内容であったため、採用しないこととした。 

⑵ 令和２年９月１０日に関係職員の陳述を聴取した。 

  「２ 対象所管」から、議会局総務部長、同参事兼総務課長、同総務課長補佐、同

総務課長補佐兼総務係長の計４名が出席した。 

⑶ 「第４ 事実」に掲げる事項等について、事実関係の調査を実施した。 

第４ 事実

調査の結果、以下の事実が認められた。 

１ 「使途運用指針」における政務活動費の概要 

政務活動費は、法第１００条第１４項、第１５項及び第１６項の規定に基づき、さい
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たま市議会議員の調査研究その他の活動（以下「政務活動」という。）に資するため必

要な経費の一部として交付されるもので、法、さいたま市議会政務活動費の交付に関す

る条例（平成２５年さいたま市条例第１号。以下「交付条例」という。）及びさいたま

市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則（平成２５年さいたま市規則第６号。以

下「交付条例施行規則」という。）が根拠となっている。 

さいたま市議会では、交付条例及び交付条例施行規則に基づき、「政務活動費の使途

運用指針」（以下「指針」という。）を定めており、令和元年度改訂版においては、そ

の主な概要は以下のとおりである。 

⑴ 交付対象（交付条例第２条） 

ア 会派 

２人以上の議員で構成される会派で、会派結成の届出が受理されたもの 

イ 議員 

月額として１４万円の額を選択した会派に所属する議員及びいずれの会派にも所

属しない議員（以下「交付対象議員」という。） 

⑵ 交付額（交付条例第４条及び第５条） 

ア 会派 

月額３４万円又は月額１４万円のうちから会派が選択した額×会派所属議員数 

イ 交付対象議員 

月額２０万円 

⑶ 請求方法（交付条例第８条） 

会派の代表者及び交付対象議員は、各半期の最初の月の７日までに、市長に対し当

該半期分の政務活動費の交付を請求する。 

⑷ 運用の基本指針（指針「３ 運用の基本指針」） 

ア 政務活動費支出の原則 

(ｱ) 政務活動が目的であること。 

(ｲ) 政務活動の必要性があること。 

(ｳ) 政務活動に要した金額や態様等に妥当性があること。 

(ｴ) 適正な手続がなされていること。 

(ｵ) 支出についての説明ができるよう書類等が整備されていること。 

イ 実費弁償の原則 

政務活動は、会派又は議員の自発的な意思に基づき行われるものであり、政務活

動費は、「社会通念上妥当な範囲のものであること」を前提に、原則として政務活

動に要した費用の実費に充当する。 

ウ 按分支出の原則 

議員の活動は、議会活動、選挙活動、政党政治活動、後援会活動等と多様であり、

各々の活動を明確に区分することは困難である。そのため、活動に要した費用の全

額に政務活動費を充当することが明らかに不適切であると認められる場合は、活動
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の実態に応じて費用を按分することになる。 

したがって、全ての活動のうち政務活動に要した時間や事務所における占有面積

の割合等に応じて費用を按分する必要がある。（対外的に明確に説明できることが

必要である。） 

エ 説明責任 

政務活動費を支出したときは、交付条例により、会派及び交付対象議員には、議

長に対し収支報告書を提出し、また市長に対して実績報告書を提出することが義務

付けられている。 

政務活動には、会派全体で行う活動のほか、複数の議員及び議員個人による活動

があるが、いずれの場合でも、会派及び交付対象議員は、政務活動費の使途に関し

て、透明性を確保する必要がある。交付条例施行規則においても、会計帳簿及び領

収書等は収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して５年を経過する

日まで保存することが義務付けられており、これを整備保存し、市民に対する説明

責任を果たさなければならない。 

なお、更なる透明性の向上を目的として、令和元年度（改選後）交付分より領収

書等の写しをインターネットにおいて公開する。 

⑸ 共通事項（指針「４ 共通事項」） 

共通事項として、次の６項目について定めている。 

・「領収書等について」 

・「交通費等旅費について」 

・「備品の取扱いについて」 

・「年度をまたぐ支払いについて」 

・「長期前払費用について」 

・「親族への支払いについて」 

⑹ 使途に関する指針（指針「５ 使途に関する指針」） 

ここでは、具体的な使途項目の内容、主な計上例及び考え方を記載し、共通事項を

参照のうえ、実際の計上に当たっての参考とするよう明記されている。 

本件政務活動費に関する部分については、次のとおりとなっている。（一部抜粋） 

ア 資料購入費 

内 容 
政務活動のために必要な資料（書籍、新聞、雑誌等）の購入及び購

読に要する経費 

主 な 

計上例 

書籍等購入費、ＣＤ・ＤＶＤ等記録資料、法規類の追録等、新聞・

雑誌等購読料等 
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考え方・

取扱い 

① 購入できる資料は調査研究に関するものに限られる。 

つまり、調査研究に関係のない書籍、週刊誌、雑誌、自己啓発

目的の書籍等の購入費については、計上できない。 

また、同一書籍を購入する場合は、必要最小限の部数とする。 

② 自宅で購読している新聞等の購読料は計上できない。 

ただし、自宅を事務所としている場合の新聞購読料について

は、一般的に家庭でも１紙は購読していると考え、１紙分は自己

負担とし、２紙目からは政務活動費を充てることができるが、購

読できる部数は、必要最小限とする。 

③ 事務所用として新聞等を購読する場合には、購読料を計上する

ことができるが、購読できる部数は、必要最小限とする。 

※スポーツ新聞等の購読料は、計上できない。 

④ 領収書には、購入した資料の内容（書籍名等）を記載してもら

う。 

なお、領収書の代わりにレシートを添付する場合でも、内容が

分かるように資料名等を「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）

の余白又は別紙に記載する。 

また、書籍等を購入した際には、領収書と併せて「書籍等購入

記録票」（参考様式第９号）を作成し保存する。 

⑤ 政党の発行する出版物は、調査研究のために必要がある場合に

限り、必要最小限の部数を購入することができる。（＊参考） 

＊参考 政党の発行する新聞雑誌等の購読料について 

参考１（平成２５年１１月１８日福岡地裁の判決より）会派等が

自らの所属する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、他党のものも併せて購入し、比較検討してい

るなどの事情がない限り、社会通念上、政党活動と同視すべき活

動に当たるというべきである。 

参考２（平成２６年１１月２７日奈良地裁の判決より）同紙は、

法案等に関する国会の動きや、社会的課題に関する党の方針、関

連団体の考え方などが記載されているから、議会における議員活

動を行う上で影響を及ぼす事項についての情報を得るための資料

として購入されているものと認められる。また、購入部数につい

ても、会派に所属する各議員が一部ずつ利用するため、所属議員

数分購入したとしても、これが適正を欠くとはいえない。 
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   イ 事務所費 

内 容 
政務活動のために必要な事務所及び附帯施設・設備の賃借料、維持

管理等に要する経費 

主 な 

計上例 

事務所及び附帯施設・設備の賃借料、維持管理費（清掃委託費・警

備委託費・修繕費等）、光熱水費、保険料、駐車場代等 

考え方・

取扱い 

① 事務所とは、政務活動の拠点として利用されている場所で、次

の要件をいずれも備えていることとする。 

・事務所としての形態を有していること。 

・事務所としての機能(事務所スペース、応接スペース、備品等)

を有していること。 

・事務所を賃借する場合は、議員個人が契約者となること。 

【事務所形態による賃借料の計上基準】 

賃借料 
維持管理費 

光熱水費 

自宅の一部又は自宅敷地内

の建物又は土地を事務所又

は駐車場とする（第三者所

有を除く） 

× ○ 

自己所有又は３親等内の血

族及び２親等内の姻族が所

有する建物又は土地を事務

所又は駐車場とする 

× 〇 

自己の会社又は３親等内の

血族及び２親等内の姻族が

支配する会社を事務所とす

る。又はその会社が所有す

る土地を駐車場とする 

× 〇 

第三者が所有する建物又は

土地を事務所又は駐車場と

する 

○ ○ 

※維持管理費＝清掃委託費・警備委託費・修繕費(小規模修繕）等

※３親等内の血族及び２親等内の姻族が支配する会社＝３親等内

の血族及び２親等内の姻族が、その経営を支配している会社

（実質的な経営者） 

※自己所有又は３親等内の血族及び２親等内の姻族が所有する建
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考え方・

取扱い 

物を事務所として使用する場合には、使用貸借契約書等を作成

する必要がある。 

② 会派又は議員が事務所を設置した場合は、事務所名、所在

地、床面積、利用状況、按分割合等を記載した「事務所台帳」

（参考様式第６号）を作成し、保管する。その他、事務所の見

取図、内部及び外観の写真、賃貸借契約書等についても整理

し、保管する。 

③ 自宅の一部又は自宅敷地内の建物又は土地や、自己所有又は

３親等内の血族及び２親等内の姻族が所有する若しくはそれら

の者が支配する会社の所有する建物や土地を事務所又は駐車場

とする場合の賃借料については、原則として計上できない。た

だし、それらの者以外からは調達できない場合においては、賃

借料を計上することができるものとする。その場合には理由及

び支払相手との関係を明記する書面を作成保管するものとす

る。 

また、光熱水費、維持管理費等については、使用実態に応じ

按分して政務活動費で計上することができる。 

④ 事務所に付随する駐車場の賃借料については、政務活動を目

的とするもの又は来客用であれば計上することができる。 

⑤ 事務所の維持管理に必要な修繕に係る計上は、最小限かつ小

規模なものに限る。 

したがって、建物の改築等大規模な修繕は、私的な資産形成

と見られるおそれがあるため、政務活動費で計上できない。 

⑥ 事務所等の賃借契約に係る敷金は本来預け金的性格を有する

一時金であり、不動産、特に家屋の賃貸借に際して賃料などの

債務の担保にする目的で、賃借人が賃貸人に預けておく保証金

である。賃貸借契約が終了する場合に賃借人に債務不履行がな

ければ明け渡し時に返還される。 

政務活動費は、原則交付を受けた年度内に精算することか

ら、敷金を政務活動費で計上することは適切ではない。 

なお、契約解除時に事務所の修繕が必要な場合、その費用は

本人が相当な注意を怠らない限り政務活動費で計上することが

できる。 

⑦ 事務所移転費用については、貸主都合（建物老朽化等）での

移転等、合理的理由があるときに限り計上することができる。 
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２ 請求人の陳述 

   請求人の陳述の要旨は、次のとおりである。

⑴ 私は、オンブズマンとして、政務活動費を調査、陳情して、１２年になる。

⑵ 中身については大体分かっているつもりであり、毎年、陳情書を提出している。 

⑶ 今年はインターネットで領収書等が開示されており、自宅に居ながら色々な証拠

を見たりコピーしたりすることができた。今までは図書室の方で時間を借りてやっ

ていた。それらの中身をずっと見ていると、異常なものがあった。 

⑷ 議会局に聞くと、領収書をもらって貼るだけではなく、領収書の中身についても

チェックをしているということであった。 

⑸ 中身といっても、現物があってその中を見ているわけではないため、気にかかる

点があちこちから出てきた。 

⑹ 今回は会派の代表者一人をサンプルとして使わせてもらい、色々と見ていたとこ

ろ、やはりベテラン議員になればなるほど、政務活動費がポケットマネー的に使わ

れているのではないかと思われた。 

⑺ ボスみたいな人だとすると、出せば何でも通るというような議会局の体質もある

のではないか。 

⑻ 住民監査請求を出すことによって、緊張感が生まれてくるのではないかというか

すかな期待を込めて、今回、初めて請求した。 

⑼ 今回の請求で、特に目立ったものが資料購入費、事務所費であった。 

⑽ 資料購入費としてふさわしくないもの、事務所を自宅に構えておきながら、固定

的な経費と変動する経費をごちゃまぜにしているもの、変動するということは毎月

金額が変わるわけであり、その仕分けができておらず、これはいかがなものかとい

う気持ちがしている。 

⑾ 今年関係があって、来年の政務活動費がどうなっているか見ないと分からないと

いうものについては、追跡をしていきたいと思っている。 

３ 関係職員の陳述 

   関係職員の陳述の要旨は、次のとおりである。 

⑴ 政務活動費の概要及びさいたま市における取組について

政務活動費の概要について、平成１２年の法改正により制度化された政務調査費

は、平成２５年３月１日に施行された法改正により、その名称を政務活動費に改め

られた。

政務調査費は、議会における会派等への調査研究費等の助成を制度化し、併せて、

情報公開を促進する観点から、その使途の透明性を確保することの重要性に鑑み、

交付の対象、額及び交付の方法を条例で定めることとされており、さらに、平成２

５年３月の法改正により、政務活動費を充てることができる経費の範囲については
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条例で定めること、また、議長は政務活動費の使途の透明性の確保に努めることと

されている。

さいたま市においても、この法改正を受け、議員提出議案により従前の条例を全

部改正し、現行の交付条例を制定し、併せて交付条例施行規則を制定し、交付条例

の運用上必要となる様式を整備している。 

交付額については、交付条例第４条第１項、第５条第１項にあるとおり、会派支

給分は月額３４万円又は月額１４万円の一方を選択、月額１４万円を選択した会派

の議員及びいずれの会派へも属さない議員への議員支給分は月額２０万円となって

いる。 

政務活動費の支出について、交付条例第１０条には、市の事務及び地方行財政に

関する調査研究、国、他の団体等に対して行う要請、陳情等のための活動その他の

市民福祉の向上と市の発展のために行う活動に必要な経費で、別表に定めるものに

充てなければならないとある。 

交付条例第１１条第２項には、政務活動費の交付を受けた交付対象議員は、政務

活動費の経理を適正に行わなければならないとある。 

このように、政務活動費は、会派及び議員の調査研究その他の活動に資するため

に必要な経費であることを要し、個々の経費の支出は指針に準拠する必要がある。 

しかしながら、その活動は多岐多様にわたり、支出の対象となった活動に調査研

究その他の活動の実態があり、市政との関連性等の合理性を欠くことが明らかであ

る場合以外は、政務活動か否かの判断は、会派及び議員に委ねられることによって、

会派及び議員の自律的判断が尊重されるべきものと考える。 

さいたま市議会では、継続的に議会改革に取り組んできた経緯があり、政務活動

費についても、収支報告書には全ての領収書等の写しを添付することとし、さらに

閲覧規程を制定、また、その使途をより明確にするため、指針を作成し、その後も

必要に応じて改訂しているところである。 

加えて、指針に適合しているか、支出内容を調査するために議会局で契約した調

査機関を導入するほか、令和元年５月分以降の領収書等の写しをインターネットで

公開するなど、使途の一層の透明性と適正な支出を図ってきたところであるが、引

続き、これまで以上に政務活動費の使途の適正化と透明性の確保に取り組んでいく

よう努めていく。 

指針は改訂を重ねてきており、令和元年度支出分については、令和元年度改訂の

指針に準拠する必要がある。 

議会局及び調査機関では領収書等の確認時に関係書類により指針に基づき支出さ

れていることを確認している。 

交付条例第１６条第１項の規定において閲覧に供されるものは、交付条例第１２

条第１項に基づき議長に提出された収支報告書と、当該支出に係る領収書その他の

当該支出の事実を証する書類の写しとなっている。 
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請求人の主張する事項に関して、政務活動費の返還請求の必要の有無を判断する

ため、交付条例第１２条第５項に規定される議長の調査権に基づき、自由民主党真

政さいたま市議団、Ｘ議員に対して、当該政務活動費の使用の状況について調査を

行ったので、その結果を含めて意見を述べる。

⑵ 資料購入費について

月刊誌の「世界思想」及び「Ｖｉｅｗ ｐｏｉｎｔ」、新聞「思想新聞」の年間

購読料として、令和２年３月１日に国際勝共連合埼玉県本部に対し、３６，０００

円を支払ったとする領収書を令和元年度下期分の資料購入費として計上しているこ

とについて確認したところ、Ｘ議員より、「領収書の金額及び計上日付は事実であ

る。」との回答を受けている。 

当該書籍等を購入した目的や調査研究の内容について確認したところ、Ｘ議員よ

り、「本市にも重大な影響があるＬＧＢＴ問題をはじめ、本市を取り巻く情勢や地

方自治における諸問題等を研究する資料として活用したものである。」との回答を

受けている。 

請求人の主張は、請求人の一方的な推量に過ぎず、当該資料購入に係る支出は、

指針に反したものとはいえないと考える。 

指針には、「また、書籍等を購入した際には、領収書と併せて「書籍等購入記録

票」（参考様式第９号）を作成し保存する。」と示されており、Ｘ議員の回答と同

様の内容が記載された「書籍等購入記録票」が作成、保存されていることを改めて

確認している。 

議員の活動は多岐多様にわたり、支出の対象となった活動に調査研究その他の活

動の実態があることや他に証する記録がないことからも、請求人が求める資料等の

提示は困難であると考える。 

「住宅地図 見沼区」の購入費として、令和２年３月２５日に株式会社ゼンリン

に対し、１８，７００円を支払ったとする領収書を令和元年度下期分の資料購入費

として計上していることについて確認したところ、Ｘ議員より、「領収書の金額及

び計上日付は事実である。」との回答を受けている。 

当該地図を購入した目的や調査研究の内容について確認したところ、Ｘ議員より、

「本市の街づくり、特に見沼区の街づくりの調査・研究に必要なものであり、見沼

区の発展状況、開発状況を地図で確認のうえ、現場における調査・研究に用いたも

のである。」との回答を受けている。 

さいたま市議会図書室に各種地図が蔵書されていることは認めるが、これらの地

図は最新版でないこと、また、長期の貸し出しが許容されていないことからも、議

員が市民からの各種相談や調査・研究等、政務活動を行う目的で、選出区の最新版

の住宅地図を欲することは、想像にたやすいと考える。 

請求人の「この最新の「住宅地図 見沼区」を、このために利活用したと思量。」

との主張は、あくまで請求人の推測にとどまるものであり、これらを根拠として
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「政務活動費に相応しくない資料を購入しており、公費の無駄使いに相当。」と主

張することは困難であると考える。 

Ｘ議員が過去に「住宅地図 見沼区」を購入したか否かについては不知であるが、

住宅地図を利用する目的等を鑑みると、最新版を購入し、政務活動費で支出するこ

とは許容されると解されるものであり、指針に反した支出とはいえないと考える。 

当該地図の支出に際しても、「書籍等購入記録票」が作成、保存されていること

を改めて確認している。 

請求人の「支出日が本年３月２５日で、その後の政務活動の実績を知りたい。」

との主張、要望については、先の書籍等の購入について述べたとおり、請求人が求

める資料等の提示は困難であると考える。 

請求人の「後払い制の導入により公費の無駄使いを削減。」との主張のうち、後

払い制については、様々な意見があることは承知しているが、さいたま市議会にお

いて、現在のところ、そのような議論には至っていない。 

⑶ 事務所費について 

令和元年度分、令和元年５月分から令和２年３月分の事務所費として計上してい

る事実について確認したところ、Ｘ議員より、「合計７８９，８３３円を事務所費

として計上しており、その内訳は別添資料１のとおりである。しかしながら、事務

所費で計上している事務所賃借料等は、あくまで事務所に係る経費で、自宅を兼ね

ているものではない。また、ホームページに掲載している事務所連絡先については、

連絡を取ることが容易である自宅を公表しているもので、政務活動の拠点として利

用している事務所は自宅とは別にあり、政務活動費において、事務所費として計上

しているものは、この事務所に係る経費である。」との回答を受けているほか、当

該事務所に係る賃貸借契約書や支出に関する書類を議会局及び調査機関において、

改めて確認している。 

事実証明書８－１ページの当該集計表は、令和元年５月分から翌年３月分までの

政務活動費の出納簿となっている。 

通常、政務活動費については、４月から翌年３月までの一年度を対象として、交

付、精算を行うところであるが、平成３１年４月７日にさいたま市議会議員選挙が

執行されており、政務活動費の交付対象である会派及び議員に変更が生じる可能性

があったため、平成３１年４月分は一月分で交付、精算を行い、改選後である５月

分以降は、５月から翌年３月までを対象として、交付、精算を行っている。 

請求人は、４月分が計上されていないと主張しているが、先に述べたとおり、事

実証明書８－１ページの収支報告書や別添資料２集計表にもあるとおり、４月分は

一月分のみで会派及び議員に交付されており、それぞれにおいて、計上、精算がな

されているものである。 

これらについて、Ｘ議員からも同様の回答を受けているほか、事務局及び調査機

関においても改めて確認している。 



- 15 - 

請求人は、さいたま市議会のホームページを閲覧し、本件に係る資料等を収集の

うえ、主張をされていることと推察するが、ホームページに掲載のとおり、政務活

動費に係る領収書の公開は、改選後である令和元年５月分以降のものが対象となっ

ていることから、指摘されている４月分の領収書はホームページでの公開対象とな

っていない。 

これをもって、請求人が４月分の収支報告書に領収書の添付がないと錯誤された

ものと推察する。 

「領収書等貼付用紙は、非常に紛らわしく、より簡潔な用紙を準備すべき。」と

の主張、要望については、一つの意見として承りたい。 

請求人の「１カ月の事務所賃借料７０，０００円に電気・上下水道・駐車代を含

むとあるが、固定費分と変動費分が込み込みで、計上されている。それぞれ別にす

べきである。」との主張について、これは貸主と借主との賃貸借契約に基づくもの

であることに加え、当該事実が社会通念上相当と認められないとはいえず、このこ

とをもって直ちに指針に反したものとはいえないと考える。 

「当該議員と同世代である年金生活者の２０１９年末の支出実績から判断すると、

相当の減額が可能である。」との主張については、具体的な根拠がなく、あくまで

請求人の主観に過ぎないことから、理由がないものと考える。 

請求人の「月額７０，０００円の事務所賃借料は１５，０００円の減額」との主

張については、１５，０００円の減額の根拠が示されておらず、あくまで請求人の

主観に過ぎないことから、このことについても理由がないものと考える。 

「事務所用灯油は１２月から３月までで、５回の給油により灯油１０１．５㍑９，

８３３円は自宅と按分５０％で４，９１７円の減額」との主張と、「３月の駐車場

借上料（２台分）１０，０００円は、駐車場代として月額７０，０００円に含まれ、

かつ、当該議員宅にはワゴン車の駐車が可能なスペースがあり、認められない。総

額１９４，９１７円を返納すべきである。」との主張については、先のＸ議員の回

答にあるとおり、政務活動費として計上している事務所は自宅と兼ねておらず、事

実と異なることから、理由がないものと考える。 

請求人の「２０１９年４月に、さいたま市議会議員の改選があり、２０１９年度

の上期が４月と５～９月に２分され、政務活動費の精算は、下期と合わせて３分割

されたこと、インターネットによる政務活動費の情報開示の初年度にあたったこと

などを考慮したとしても、返納を請求する。」との主張のうち、「２０１９年４月

に、さいたま市議会議員の改選があった」ことについては事実であると認める。 

「２０１９年度の上期が４月と５～９月に２分され、政務活動費の精算は、下期

と合わせて３分割されたこと」との主張について、正しくは、２０１９年度の精算

は、４月分のみを対象としたものと、５月から翌年３月までを対象としたものとの

計２回である。 

請求人の主張する３分割とは、４月分で１回、５月から９月までの上期分で１回、
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１０月から翌年３月までの下期分で１回の計３回と、それぞれの期間を対象に提出

された収支報告書の提出回数を指しているものと推量する。 

「インターネットによる政務活動費の情報開示の初年度にあたった」との主張に

ついては、令和元年５月分以降の政務活動費に係る領収書をホームページで公開を

始めたことについては認めるが、その余はあくまで請求人の主観に過ぎず、先にも

述べたとおり、その主張には理由がないものと考える。 

  ⑷ 領収書と集計表の照合について 

平成３１年４月分は未計上となっているものではなく、平成３１年４月分は一月

分で交付、精算がなされ、改選後である５月分以降は、５月から翌年３月までを対

象として、交付、精算がなされており、これらが正しく報告されていることを、Ｘ

議員をはじめ、議会局及び調査機関において、改めて確認している。 

「議会局は、現行の甘すぎる使途運用指針の改定（案）を作成し、市議会での審

議・可決内容を、担当者は関係議員に対して、説明・指導を行うこと。」との主張、

要望について、政務活動費の執行に際しては、ご指摘のとおり、市民目線の運用に

努め、使途の適正化と透明性の確保が重要であるとの認識の下、一つの意見として

承りたい。 

議会局及び調査機関では、領収書等の提出を受けた際に、関係書類により指針に

基づき支出されていることを確認しているが、今回の請求に係る部分については、

改めて議会局及び調査機関により、指針に基づき支出されていることを確認してい

る。 

これらの調査結果や先の陳述で述べたとおり、Ｘ議員の政務活動費の支出は、指

針に基づき適正に処理をしていると判断できることや、その他の請求人の主張には、

いずれも根拠がなく、請求人が求める措置は必要ないと考える。 

  ⑸ 関係職員の陳述に対する監査委員の質疑 

   ア 事務所費について、令和２年４月分以降、事務所賃借料には駐車場代が含まれ

ないとのことであるが、このことは契約書で確認しているかとの質問に対し、次

のとおり回答があった。 

   （参事兼総務課長回答） 

     議会局で契約書を確認している。 

 イ 議会局と調査機関で色々調べたとの話があったが、調査機関について、資格者

としてはどのような者かとの質問に対し、次のとおり回答があった。 

   （参事兼総務課長回答） 

     委託契約で、公認会計士事務所と契約している。 

   ウ その公認会計士とは何年ぐらい継続で契約しているのかの質問に対し、次のと

おり回答があった。 

   （参事兼総務課長回答） 

   平成２０年頃から委託調査を始めており、当初は随意契約、平成２５年頃から
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一般競争入札に移行しているが、結果としては、ずっと同一の業者と契約をして

いる。 

    ※監査委員注釈：陳述終了後、平成１９年度は指名競争入札、平成２０年度から

平成２６年度までは随意契約、平成２７年度から令和２年度までは一般競争入

札であったことが示された。 

※監査委員注釈：別添資料１及び２は、掲載を省略した。 

４ 本件資料購入費及び事務所費について 

  ⑴ 資料購入費 

    Ｘ議員の令和元年度下期（令和元年１０月から令和２年３月まで）の政務活動費収

支報告書において、令和２年３月１日に支出したとされる月刊誌（世界思想・Ｖｉｅ

ｗ  ｐｏｉｎｔ）及び思想新聞の年間購読料３６，０００円並びに令和２年３月２５

日に支出したとされる住宅地図の購入費１８，７００円が資料購入費として計上され

ている。 

  ⑵ 事務所費 

    Ｘ議員の令和元年度４月、上期（令和元年５月から９月まで）及び下期（令和元年

１０月から令和２年３月まで）の政務活動費収支報告書において、平成３１年４月か

ら令和２年３月までに支出したとされる事務所賃借料月額７０，０００円が事務所費

として計上されている。 

また、Ｘ議員の令和元年度下期（令和元年１０月から令和２年３月まで）の政務活

動費収支報告書において、令和２年３月３１日に支出したとされる駐車場賃料１０，

０００円及び令和元年１２月から令和２年３月までに支出したとされる灯油代９，８

３３円が事務所費として計上されている。 

なお、事務所賃借料については、自宅とは異なる物件の賃貸借契約に基づく支出で

あることが認められた。 

第５ 監査委員の判断

以上のような事実確認に基づき、監査委員は、次のように判断した。 

本請求は、市長が令和元年度にＸ議員に交付した政務活動費のうち、資料購入費として

計上された５４，７００円及び事務所費として計上された１９４，９１７円について、不

適正な支出によりさいたま市に損害を与えたので返還を請求するとして、監査委員に必要

な措置を求めた事案であると解する。 

請求人の主張のうち、そのような措置を求める理由として解される内容は、おおむね以

下のとおりである。 
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資料購入費について、月刊誌（世界思想・Ｖｉｅｗ ｐｏｉｎｔ）及び思想新聞の年間購

読料３６，０００円は、これら月刊誌及び新聞の内容が市民にはなじみの少ない思想的な

もので、政務活動には関係が薄く、高額な公費の無駄遣いにほかならないと主張している。 

また、住宅地図の購入費１８，７００円は、さいたま市議会図書室には各種地図が完備

されているはずで、これらを利活用すべきであり、また、Ｘ議員は当選８回のベテランで、

当然、過去に住宅地図は購入していたものと思量すると主張している。 

次に、事務所費について、事務所賃借料月額７０，０００円は、Ｘ議員と同世代である

年金生活者の２０１９年末の支出実績から判断すると相当の減額が可能であり、月額１５，

０００円、年額１８０，０００円を減額すべきと主張している。 

また、自由民主党真政さいたま市議団公式ホームページにおいて、Ｘ議員の事務所連絡

先の住所表記が自宅と同住所であることを根拠に、自宅兼事務所であるとして、事務所用

灯油代９，８３３円は自宅利用分と５０％で按分し、４，９１７円を減額すべきと主張し

ている。 

さらに、３月の駐車場借上料（２台分）１０，０００円も同様に、自宅兼事務所である

として、Ｘ議員宅にはワゴン車の駐車が可能なスペースがあるため、認められないと主張

している。 

よって、事務所費総額１９４，９１７円を返納すべきと主張している。 

住民監査請求において必要とされる財務会計上の行為又は怠る事実の違法性又は不当性

に関する主張は、監査請求全体の趣旨からみて当該財務会計上の行為又は怠る事実が具体

的な理由によって、法令に違反し、又は行政目的上不適当である旨を摘示する必要がある

と解される。上記請求人の主張は、具体的な理由によって、法令に違反し、又は行政目的

上不適当である旨を摘示しているとは認め難い内容も含まれるが、住民全体の利益を確保

するという住民監査請求の制度趣旨から、請求人が金額を明示して損害であると主張する

当該支出については、監査対象としたものである。 

  はじめに、政務活動費については、法第１００条第１４項、第１５項及び第１６項に規

定されており、同条第１４項に「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その

議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会にお

ける会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該

政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる

経費の範囲は、条例で定めなければならない。」とあることから、市は、交付条例及び交

付条例施行規則を制定し、これらの法令を根拠に、政務活動費の交付に係る支出事務を執

行している。 

さらに、さいたま市議会は、政務活動費の適正な支出と使途の透明性を確保するため、

指針を作成しており、ここに「運用の基本指針」や「使途に関する指針」等が示されてい

るところである。 
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よって、本請求の監査対象とした、令和元年度にＸ議員に交付された政務活動費のうち、

資料購入費として計上された５４，７００円及び事務所費として計上された１９４，９１

７円が違法又は不当な支出であるか、その結果、市長がＸ議員に対する返還請求権の行使

を怠っていると認められるかを判断するに当たっては、当該支出が指針に適合しているか

どうかという観点から検討を行うこととする。

  まず、資料購入費について、指針は、「政務活動のために必要な資料（書籍、新聞、雑

誌等）の購入及び購読に要する経費」、「購入できる資料は調査研究に関するものに限ら

れる。つまり、調査研究に関係のない書籍、週刊誌、雑誌、自己啓発目的の書籍等の購入

費については、計上できない。」と規定している。 

  政務活動のために必要な資料と認められるかであるが、最高裁は、政務調査費について、

「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日最高裁判所第一小法廷判決）、「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

的判断にゆだねられる部分があることも確かである」が、調査研究のための必要性に欠け

るものであったことがうかがわれる場合、特段の事情のない限り、使途基準に合致しない

違法なものと判断される（平成２２年３月２３日最高裁判所第三小法廷判決）、「議員と

しての議会活動を離れた活動に関する経費ないし当該行為の客観的な目的や性質に照らし

て議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行為に

関する経費は、これに該当しないものというべきである。」（平成２５年１月２５日最高

裁判所第二小法廷判決）と判示している。 

  これらは、政務活動費についても同様に該当し、使途制限違反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、個々の経費の支出が政務活動に必要かどうか

については議員の合理的な判断に委ねられる部分もあるが、客観的な目的や性質に照らし

て政務活動との間に合理的な関連性が認められない場合には、指針に適合しないというこ

とができるものと解される。 

本件月刊誌（世界思想・Ｖｉｅｗ ｐｏｉｎｔ）及び思想新聞については、その内容がい

ずれも政治や社会情勢等を取り扱うものであると認められ、また、Ｘ議員は、さいたま市

にも重大な影響があるＬＧＢＴ問題をはじめ、さいたま市を取り巻く情勢や地方自治にお

ける諸問題等を研究する資料として活用したとしており、政務活動との間に合理的な関連

性が認められないとはいえず、本件支出は資料購入費として指針に適合していることが認

められる。月刊誌及び新聞の内容が市民にはなじみの少ない思想的なもので、政務活動に

は関係が薄いとする請求人の主張をもって、指針に適合しないということはできない。よ
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って、違法又は不当な支出ではないと判断する。 

  また、本件住宅地図について、Ｘ議員は、さいたま市の街づくり、特に見沼区の街づく

りの調査・研究に必要な物であり、見沼区の発展状況、開発状況を地図で確認のうえ、現

場における調査・研究に用いたとしており、政務活動との間に合理的な関連性が認められ

ないとはいえず、本件支出は資料購入費として指針に適合していることが認められる。さ

いたま市議会図書室に完備されているはずの各種地図を利活用すべきであり、また、過去

に住宅地図は購入していたものと思量するという請求人の主張をもって、指針に適合しな

いということはできない。よって、違法又は不当な支出ではないと判断する。 

次に、事務所費について、指針は、「政務活動のために必要な事務所及び附帯施設・設

備の賃借料、維持管理等に要する経費」、「自宅の一部又は自宅敷地内の建物又は土地や、

自己所有又は３親等内の血族及び２親等内の姻族が所有する若しくはそれらの者が支配す

る会社の所有する建物や土地を事務所又は駐車場とする場合の賃借料については、原則と

して計上できない。ただし、それらの者以外からは調達できない場合においては、賃借料

を計上することができるものとする。その場合には理由及び支払相手との関係を明記する

書面を作成保管するものとする。また、光熱水費、維持管理費等については、使用実態に

応じ按分して政務活動費で計上することができる。」、「事務所に付随する駐車場の賃借

料については、政務活動を目的とするもの又は来客用であれば計上することができる。」

と規定している。 

  本件事務所賃借料に係る事務所について、請求人が主張する自宅兼事務所という事実は

認められない。本件事務所賃借料は、自宅とは異なる物件の賃貸借契約に基づく支出であ

ることが認められる。そして、事務所の賃借料及び光熱水費は、指針において事務所費と

して規定されており、また、電気・水道・下水道・駐車場代を含む月額７０，０００円

（令和２年３月は電気・水道・下水道代を含む月額７０，０００円）の本件事務所賃借料

は、社会通念上妥当な範囲のものであると解され、本件支出は事務所費として指針に適合

していることが認められる。Ｘ議員と同年代である年金生活者の支出実績から判断して相

当の減額が可能であるとする請求人の主張をもって、指針に適合しないということはでき

ない。よって、違法又は不当な支出ではないと判断する。 

また、本件事務所用灯油代及び駐車場借上料についても同様に、自宅とは別に設置され

た事務所用の灯油代及び駐車場借上料として計上されたものであることが認められる。そ

して、事務所の光熱水費及び駐車場代は、指針において事務所費として規定されており、

本件支出は事務所費として指針に適合していることが認められる。自宅兼事務所という前

提を欠いた請求人の主張をもって、指針に適合しないということはできない。よって、違

法又は不当な支出ではないと判断する。 
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第６ 結論

以上のことから総合的に判断した結果、監査委員は、次のとおり結論に至った。 

令和元年度にＸ議員に交付された政務活動費のうち、資料購入費として計上された５４，

７００円及び事務所費として計上された１９４，９１７円について、違法又は不当な支出

とはいえず、その結果、市長がＸ議員に対する返還請求権の行使を怠っているとは認めら

れない。請求人の主張は認めることができず、よって、本請求には理由がないものと判断

する。 


