
さいたま市監査委員告示第２６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３年２月１９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１２月１６日付け監査監第１２４４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

監査に当たり、請求人が提出した請求書及びその事実証明書から、請求人が主張する要

旨を次のように解した。 

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

３万６，１５５円は、政務活動費の使途運用指針（以下「使途運用指針」という。）に違

反して使用されたものです。そこで３万６，１５５円をさいたま市に返還するよう、清水

勇人市長はＸ議員に要求することを、監査委員が勧告することを求めます。 

 １  Ｘ議員は令和元年５月１３日に、会派控室で行った「無料低額宿泊所」レクに参加

するため、宮原から浦和までのＪＲ運賃２３７円を政務活動費から支出した。（第１号

証） 

 使途運用指針「４共通事項  交通費等旅費について」では「②（※１）旅費の計上

に当たっては、「さいたま市職員等の旅費に関する条例」「同施行規則」に準じます」

とあるが、同条例及び施行規則では、自宅から市役所までの交通費は旅費として認めら

れていない。（第２号証） 

 よって、Ｘ議員が会派控室で行った「無料低額宿泊所」レクに参加した際のＪＲ運賃

２３７円をさいたま市に返還するよう勧告することを求めます。 

 ２  Ｘ議員は令和元年５月２４日に、「近未来をみすえた教育議論」研修会参加に伴う

交通費として、日進→目黒→谷保のＪＲ運賃１，３０６円と、谷保→日進のＪＲ運賃７

５６円の計２，０６２円を政務活動費から支出した。（第３号証） 

 同日の「近未来をみすえた教育議論」に出席した目黒区議会の西崎つばさ議員によれ

ば、当該研修会は目黒区立田道住区センターで開催されており、最寄り駅は目黒駅であ

る。（第４号証） 

 したがって、目黒→谷保と谷保→日進の交通費支出は、使途運用指針「４共通事項 

 交通費等旅費について」の「①交通手段及び交通費（鉄道運賃、航空運賃、船賃等）
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については、合理性及び経済性を考慮します」に違反している。（第２号証） 

 よって、Ｘ議員が「近未来をみすえた教育議論」の研修会に出席した際の交通費２，

０６２円のうち、日進駅→目黒駅のＪＲ運賃６６９円を除いた１，３９３円をさいたま

市に返還するよう勧告することを求めます。 

 ３  Ｘ議員は令和元年度下半期に、朝日新聞と東京新聞の購読料３万４，５２５円（按

分しない）を、資料購入費として政務活動費から支出した。（第５号証） 

 Ｘ議員は、事務所で使用するＰＣレンタル代や固定電話、インターネット代などの事

務費や、事務所家賃・駐車場代、水道代、電気代などの事務所費は全て５０％の按分で

政務活動費を使用している。 

   Ｘ議員は新聞２紙をどこで購読しているのか明確にしていないが、事務所で購読して

いるのなら、事務費や事務所費と同様に５０％の按分にしなければ整合性が取れない。 

   また自宅で購読しているのなら、使途運用指針「５使途に関する指針  資料購入費」

では「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。」と規定されている。（第６号証） 

   したがって、Ｘ議員が自宅で新聞２紙を購読しているのなら、購読料を全て政務活動

費から支出しているのは使途運用指針の違反である。 

 Ｘ議員が新聞購読料を支払ったとする領収書等貼付用紙（※２）には、「シンブンホ

カ（セデイ」のみ記載された何らかのコピーが添付されているだけで、金額も塗り消さ

れており朝日新聞３，５６５円と東京新聞３，３４０円の購読料を毎月支払っている証

明にはならず、使途運用指針「４共通事項  領収書等について」「⑨ＡＴＭ（現金自

動預け払い機）を利用し、振込みによる支払いを行った場合や銀行取引での支払いは、

振込明細書や通帳の写しを領収書に代わるものとして貼付します」に違反する。（第２

号証） 

 よって、Ｘ議員の新聞２紙の購読料を全て政務活動費から支出しているのは使途運用

指針の違反であり、令和元年度にＸ議員が政務活動費から資料購入費として支出した新

聞購読料３万４，５２５円をさいたま市に返還するよう勧告することを求めます。 

令和元年度上半期の政務活動費領収書がインターネットで公開されたのは令和元年１２

月１７日であり、上記のとおり法第２４２条第１項の規定により別紙事実証明書を添え、

必要な措置を請求します。併せて、請求人による意見陳述の機会を求めます。 

※１ 請求書上、「①」と表記されているが、「②」の誤りであると解した。 

※２ 請求書上、「領収書等添付用紙」と表記されているが、「領収書等貼付用紙」の誤

りであると解した。 



- 3 - 

 別紙事実証明書（第１号証～第６号証）は、省略 

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、要件を具

備しているものと認め、令和２年１２月２３日付けで本請求の受理を決定した。 

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て、令和元年度にＸ議員に交付

された政務活動費のうち、請求人が本請求において主張する、会議研修費として計上さ

れた１，６３０円及び資料購入費として計上された３万４，５２５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。 

 法第２４２条第７項の規定により、令和３年１月２２日に請求人の陳述を聴取した。 

 請求人４名が出席し、うち３名が陳述した。追加の証拠の提出はなかった。 

  なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を

決定した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの住民監査請求に

ついて、一括して行った。 

 令和３年１月２２日に関係職員の陳述を聴取した。 

  「２ 対象所管」から、議会局総務部参事兼総務課長及び同総務課長補佐の計２名

が出席した。 

  なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を

決定した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの住民監査請求に

ついて、一括して行った。 

 「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

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
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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、使途運用指針を定め

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。 

 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。） 

 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 

 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。 

 運用の基本指針（使途運用指針「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

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
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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。 

 共通事項（使途運用指針「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」 

このうち、「領収書等について」及び「交通費等旅費について」は、次のとおりと

なっている。 

   ア 領収書等について 

(ｱ) 領収書等は、交付条例施行規則第３条第２項の規定により収支報告書及び領収

書等（以下「収支報告書等」という。）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必要がある。 

    (ｲ) 領収書等は、「領収書等貼付用紙」（参考様式第１号）に貼付し保管する。 

(ｳ) 領収書等を貼付した「領収書等貼付用紙」を集計し、それをもとに「集計表」

（参考様式第２号）及び「支出明細書」（参考様式第３号）を作成する。（「支

出明細書」は、領収書ナンバーごとに１件ずつ記載する。） 

(ｴ) 政務活動費を計上した場合の単位としての「１件」とは、支払った相手方から

の領収書等の枚数を基本とする。したがって、原則として「領収書等貼付用紙」

１枚につき領収書等を１件ずつ貼付する。 

(ｵ) 領収書等の宛名は、議員交付の場合には、「議員氏名（○○○○）」又は「会

派名及び議員氏名（○○○○さいたま市議（会議員）団 ○○○○（議員氏名））」

とする。 
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会派交付の場合には、「会派名（○○○○さいたま市議（会議員）団）」又は

「会派名及び議員氏名（○○○○さいたま市議（会議員）団 ○○○○（議員氏

名））」とする。 

(ｶ) 領収書には、宛名、日付、品名及び内訳等（単価、個数等)を明記してもらう。

領収書の形式が不十分である場合、成果物や購入した物が分かるものを保管して

おく。 

※「お品代」「会議費」「書籍代」「印刷代」等の記載では説明が不十分であ

ることから、取引内容が明確に説明できるように、宛名、日付、品名及び内訳等

を「領収書等貼付用紙」余白や別紙に補記することが必要である。 

(ｷ) レシートは、日付、内訳（品名・個数等）などの必要事項が記載されていれば

領収書と同様に扱うものとする。なお、レシートに宛名が記載されていない場合、

「領収書等貼付用紙」に宛名を記載することが必要である。 

※感熱紙のレシートは、時間が経つと印字が消えてしまう場合があるため、コ

ピーをして原本とともに保管しておくことが必要である。 

(ｸ) 領収書が発行されない場合や電子マネーによる支出等、領収書が存在しないも

のの、支出を証明する資料が存在し、かつ合理的な理由がある場合等については、

「政務活動費支払証明書」（参考様式第５号）に支出の内容を記載することで領

収書に代えることができる。 

(ｹ) ＡＴＭ（現金自動預け払い機）を利用し、振込みによる支払いを行った場合や

銀行取引での支払いは、振込明細書や通帳の写しを領収書に代わるものとして貼

付する。 

(ｺ) 費用を按分する場合は、按分表等により按分割合を算出する。 

また、各使途項目における按分割合は、「領収書等貼付用紙」の按分率に記載

する。 

(ｻ) ポイント還元サービスで付与されたポイントについては、原則として利用が認

められない。（家電量販店等、ポイント現金還元サービスを行っている店で購入

した物品を政務活動費で計上する場合、購入時にはポイントカードや会員カード

等は利用せず、現金で支払うこととする。） 

支払時にやむを得ずポイントが付与された場合は、その金額を値引き分として

現金換算し計上金額から現金換算ポイント分を差し引かなければならない。また、

保有する現金ポイントで支払う又は他の支払い手段と併用して支払った場合には、

その支出を政務活動費として計上することはできない。 

イ 交通費等旅費について（調査研究費・要請陳情活動費・広報広聴活動費・会議研修

費での計上を想定） 

(ｱ) 交通手段及び交通費（鉄道運賃、航空運賃、船賃等）については、合理性及び

経済性を考慮する。 

(ｲ) 旅費の計上に当たっては、「さいたま市職員等の旅費に関する条例」「同施行
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規則」に準じる。ただし、日当の計上はできない。 

なお、政務活動のための視察等を取りやめた場合に発生する旅費等のキャンセ

ル料については、その理由がやむを得ない場合（急病、葬祭等）には計上するこ

とができる。 

(ｳ) 国内での交通費は、公共交通機関の利用を基本とした実費に充てることになる。

また、宿泊費等は１泊１万６,５００円を上限とした実費に充てることになる。 

(ｴ) 政務活動のための視察、要請陳情活動を行った場合や、会議の開催、研修会等

に参加した場合は、目的等が分かるような「政務活動記録票」（参考様式第４号）

や概要、成果等を記載した成果書等（以下「成果書等」という。）を、作成、保

管する。 

なお、会派交付分からの計上の場合に限り、会派の所属議員が同じ会議や研修

会等に出席する場合には、各々の交通手段が異なる場合でも成果書等に一括して

記載することができる。 

(ｵ) タクシー料金は、政務活動を行う上で必要がある場合に限り、計上することが

できる。タクシーを使用する場合には以下の点に注意する。 

○ 市内での利用は、原則認められない。 

ただし、『特別な理由がある場合』に限り利用することができる。 

※特別な理由：天災、病気、けが、障害、妊娠中など 

○ 市外では『合理的な理由がある場合』に限り利用することができる。 

※合理的な理由：他の交通機関が利用できなかったり、移動時間や経費等

において第三者に説明できる理由がある。 

なお、タクシーを利用した場合には、目的、行き先、利用区間、公共交通機関

を利用しなかった理由等を、成果書等又は領収書を貼付した「領収書等貼付用紙」

の「余白」に明記する。 

(ｶ) 交通費の支払いの際にSuica等の電子マネーカードを使用した場合、実費弁償の

原則から、使用した分（運賃利用分）のみ計上することとし、チャージした入金

総額を計上することはできない。 

(ｷ) 交通費の支払いの際にSuica等の電子マネーカードを使用した場合、Suica等の

利用明細書の発行を受けなければならない。また、行き先及び目的等の内訳を記

載しなければならない。 

なお、カード利用等で領収書が発行されない場合には、支出したことが分かる

書類として、カード利用明細書の写し及び引き落としの事実が分かる通帳の写し

等を添付する。また、成果書等に行き先及び目的等の内訳を記載する必要がある。 

(ｸ) 政務活動のために自家用車を利用した場合、ガソリン代、有料道路通行料、駐

車料金等移動により生じた経費を計上することができる。 

ただし、自家用車を政務活動以外でも使用している場合は、走行距離等に基づ

いてガソリン代等を按分する。 
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注：車検代、自家用車に係る保険料、自動車税等、自家用車の維持管理や自動

車の取得又はリースに要する費用は計上できない。 

(ｹ) ETC を利用した場合は、利用区間分の料金（実費分）のみ計上することができ

る。 

その場合には支出したことが分かる書類として、利用明細書の写し及び引落し

の事実が分かる通帳の写し等を添付する。 

(ｺ) 本会議、委員会、全員協議会等の開催に伴う経費については、計上することは

できない。 

また、議員派遣等の議会活動に関わる経費についても、計上することはできな

い。 

 使途に関する指針（使途運用指針「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 会議研修費 

内 容 
調査研究、要請陳情活動及び広報広聴活動に資する会議、研修会、

意見交換会等の実施及び参加に要する経費 

主 な 

計上例 

会場使用料、機材借上料、講師謝礼金、資料作成費、研修会・講演

会・意見交換会参加費（入場料、受講料、テキスト代、交通費等） 

考え方・

取扱い 

① 会議・研修会等に係る交通費及び宿泊費については、「共通事

項」を参照すること。 

② 会議・研修会等の主目的が政務活動に資するものである場合

は、必要となる経費を計上することができる。 

なお、飲食代については、如何なる理由があっても、政務活動

費からは計上できない。 

③ 飲食を主目的とする会議・研修会、会派や議員間で行う私的な

懇談会や親睦目的の会合等に要する経費は、計上できない。 

④ 各種団体等の会費については、その団体の実態や活動内容が政

務活動に資するものであれば計上することができる。 

一方、一般の地域住民として又は経営者としてなど個人的な資

格で加入している団体（自治会、PTA、商工会等）の会費について

は、計上できない。 

⑤ 大学・セミナー・専門学校等の学費・受講料については、政務

活動に内容や成果を反映する目的がある場合には、受講に係る費

用を計上することができる。 

受講・参加する場合には、事前に議長に対し受講計画等（講義

等の概要、期間、必要経費等が分かるもの）を提出し、終了後に
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は、受講の事実が分かる書類（講義資料や受講票の写し等）を作

成し、議長に対し結果を報告する。 

なお、自己研鑽が目的の場合は計上することができない。 

⑥ 会議・研修会等で使用する資料等の作成を委託した場合は、領

収書のただし書に作成したものの名称と作成部数を記入してもら

う。ただし書が不十分である場合、「領収書等貼付用紙」（参考

様式１号）の余白又は別紙に名称や作成部数を記載し、請求書や

納品書又は、内容が分かるものを保管しておく。 

また、成果物を保管しておく。 

⑦ さいたま市議会における議員連盟の会費については、解散時に

返金されるため政務活動費で計上できない。 

イ 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 

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） 
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＊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。 

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。

   なお、本請求に係る内容以外は除外した。 

今回総額で言うと２，１９５万円以上、２，２００万円近く、４３人の議員について

問題があった。 

政務活動費の領収書がインターネットで公開されることになった。今までは浦和の市

役所に平日昼間に行かないと見ることができなかった。 

会派支給分に関しては何年か前にチェックをし、住民監査請求をして、今度、東京高

裁に行くことになる。 

一人一人の使用分に関しては、現実的に、物理的に見ることができなかったが、さい

たま市議会がインターネットで公開するようになり、家でも見ることができるようにな

った。 

そうしたところ、個人使用分に関しても、合計で２，２００万円近い問題点が見つか

った。 

第三者委員会を作り、そこが勧告をして、何年か前に使途運用指針を見直したばかり

である。要するに議会の方から見直そうという声があって、第三者機関を作って、その

第三者機関がこういう風にしたらどうかと提言をして、最終的には各会派の代表者会議、

各会派が了承したうえで、確か平成２９年度に使途運用指針を見直したばかりである。 
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それにもかかわらず、勝手に知らないところで直されたのならともかく、自分たちで

直しておいて、それを自分たちで守らなかった。 

今回、４３人の中で非常に多かったのは、３つくらいのパターンである。 

一つは広報広聴活動費で、印刷のチラシの部数をきちんと領収書に書いていなかった。 

印刷代、ポスティング代に関して、何を刷ったのか、その印刷物の名称、部数をはっ

きり書いていなかった。これは使途運用指針ではきちんと盛り込まれている。 

２０１７年に自民党の県議が、印刷代、ポスティング代の領収書を偽造して、１，２

４０万円の政務活動費をだまし取ったという事件があった。この問題で同県議は議員を

辞職し、全国ニュースになった。 

そのような事件を受けて、はっきりと何をどれくらい刷ったのか、金額が適正なのか、

はっきり証明できるように、領収書に発行部数や印刷部数、印刷したものの名称を明記

するようにと決め、使途運用指針を見直した訳であるが、２０人くらいの議員がそれを

守っていない。 

もう一パターンで多かったのは、按分の問題、事務所の費用である。事務所は、当然、

議員活動で使うこともあれば、政党活動、後援会活動、個人使用で使うこともある。議

員活動以外で使うとなった場合は、按分上限を５０％と決めた訳である。 

概ね、民主改革に関しては、この按分は５０％で大体守っていた。公明党は元々事務

所がない人がほとんどである。しかし、自民党の人は、一部８５％の人もいるが、ほと

んど１００％請求している。 

その人たちが事務所を議員活動だけに使っているかというと、外から見てもはっきり

している。政党のポスターを貼っており、政党活動で使っている。後援会事務所の看板

も立ててあり、後援会活動としても使っている。これは議員活動だけでなく、政党活動、

後援会活動でも使用していることが一目瞭然であるが、１００％政務活動費で、家賃や

事務経費や光熱費を出している。 

自分たちで上限５０％と決めたにもかかわらず、自分たちでそれを守っておらず、本

当におかしい。こういったものも非常に多くあった。 

もう一つは、新聞代であり、民主党系の人は、家賃に関しては上限５０％を概ね守っ

ているが、その事務所で取っている新聞代については、１００％政務活動費となってい

る。 

事務所は政党活動でも使っているので、家賃を使途運用指針どおり５０％上限で按分

しているのはいいが、事務所で取っている新聞代は全額政務活動費になっている。新聞

代も５０％にすべきである。 

新聞を自宅で取る場合は、１紙は政務活動費で支払ってはいけない。複数取っている

場合、１紙は自費で、残りの２紙目以降は、政務活動費を使っていいとなっている。１

紙くらいは誰の家であっても新聞を取っているであろうという前提で、そのように使途

運用指針も決めている。 

しかしながら、領収書を出した議員でそれを守っているのは、民主改革の議員の一人
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で、３紙新聞を取っているとしたら、３紙の領収書を出して、そのうち１紙は自費で払

っており、残りの２紙を政務活動費で、はっきりと証明している。領収書は出したけれ

ども１紙分は請求していない。 

他の人は、３紙、４紙取っていたら全部請求している。自分で１紙を自費で購入して

いる証明が全くない。一人だけはきちんとやっているので、今回監査請求をしていない。 

自宅において政務活動費で新聞を取っている他の議員は、ほぼ全員、自費で取ってい

る分を全く証明していない。自宅宛ての新聞代の領収書が全部政務活動費になっており、

使途運用指針を守っていない。１紙は自費で購入するということを、きちんと守ってい

ると証明するのであれば、自費で取っている新聞代の領収書も提出すべきである。 

議員たちが自ら数年前に第三者委員会の勧告を受けて見直した使途運用指針を自分た

ちが守っていない。監査委員からも、守っていないのは駄目であり、お金を返すべきと

勧告を出してもらいたい。それを正せないのではあれば、自宅においてインターネット

で領収書をチェックできるので、来年再来年の毎年の恒例行事になる。ここで、きちん

と監査委員から勧告を出してもらいたい。 

一般的な感覚で言えば絶対にＮＧというようなことを認めているさいたま市自体もど

うかと思うので、それも補足としたい。 

監査請求なので法律的には罰せられないのかもしれないが、時代が時代なら打首にな

るような議員が偉そうな顔をして市のことについて語っているなということを補足とし

て申し上げる。 

政務活動費は業務委託ということで、公認会計士の方がご覧になっていると思う。年

間約５００万円から６００万円で業務委託しており、年間１１０日程まで調査をすると

いうことになっている。使途運用指針に基づき処理されているか調査を行い、必要に応

じて会派にヒアリングを実施するとなっている。きちんと内容を精査していないのでは

ないか。こういう方がきちんとやってくれれば、このようなことにならなかったのでは

ないか。 

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。 

   なお、本請求に係る内容以外は除外した。 

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、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２５年３月の法改正によ
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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条例で定めること、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項及び第５条第１項にあるように、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。 

この政務活動費の支出については、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使途運用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、使途運用指針を作成し、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、使途運用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、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。 

使途運用指針は改訂を重ねているため、令和元年度支出分については、令和元年度改

訂の使途運用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、使途運用指針に基づ

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。 

請求人の主張する事項に関しては、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、対象議員に対して、
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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、その結果を含め意見を述べる。 

今回の意見陳述においては、定められた時間内において全ての案件を取り扱わなけれ

ばならない事情等を鑑み、陳述における意見の詳細については、陳述「別紙資料」をも

って代えさせてもらいたい。 

監査監第１２２４号から第１２６６号まで、計４３件のさいたま市職員措置請求書が

提出されているが、このうち、３件については、関係している３名の議員から計上して

いた政務活動費の一部を返納する予定であるとの申し出があった。 

監査監第１２４４号、Ｘ議員が会議研修費として計上していた、宮原駅から浦和駅ま

でのＪＲ運賃２３７円については、近日、返納する予定であるとの申し出を受けている。 

議会局及び調査機関では、領収書等の提出を受けた際に、関係書類により使途運用指

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、

議会局及び調査機関により、使途運用指針に基づき支出がなされていることを改めて確

認している。 

調査結果からも、使途運用指針に基づき適正に処理をしていると判断できることから、

請求人の使途運用指針に反しているとする主張には、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。 

  ※本請求に係る陳述「別紙資料」の要旨は、次のとおりである。 

監査監第１２４４号、Ｘ議員の会議研修費の支出に関してであるが、請求人が主張す

る「Ｘ議員は、令和元年５月１３日に会派控室で行った「無料低額宿泊所レク」に参加

するため、「宮原から浦和までのＪＲ運賃」として２３７円を支払ったとする領収書を

会議研修費として提出している。」という件については、Ｘ議員より「当該金額を会議

研修費として計上したことは事実である。なお、当該会議研修費として、計上したＪＲ

運賃２３７円については、近日、返納する予定である。」との回答、申し出を受けてい

る。 

次に、同じくＸ議員の会議研修費の支出に関してであるが、請求人が主張する「Ｘ議

員は、令和元年５月２４日に「近未来をみすえた教育議論」研修参加に伴う交通費とし

て「日進→目黒→谷保のＪＲ運賃」として１，３０６円、「谷保→日進のＪＲ運賃」と

して７５６円の計２，０６２円を支払ったとする領収書を会議研修費として提出してい

る。」という件については、Ｘ議員より「当該金額を会議研修費として計上したことは

事実である。」との回答を受けている。 

続いて、請求人からの「使途運用指針の「４共通事項  交通費等旅費について」

「①交通手段及び交通費（鉄道運賃、航空運賃、船賃等）については、合理性及び経済

性を考慮します。」に違反している。」との主張については、Ｘ議員より、「研修会の

会場は目黒区立田道住区センターで開催されており、最寄り駅は目黒駅であるとの指摘

は事実である。谷保駅を利用したのは、当該研修会の終了後、「国立市人権を尊重し多
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様性を認め合う平和なまちづくり基本条例」について併せて視察を行ったためである。

なお、谷保駅を利用した「国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本

条例」の視察については「領収書等貼付用紙」に記入が漏れてしまった。」との回答を

受けていることに加え、本件の支出に鑑み、使途運用指針８ページの「４共通事項  

交通費等旅費について」「④政務活動のための視察、要請陳情活動を行った場合や、会

議の開催、研修会等に参加した場合は、目的等が分かるような「政務活動記録票」や概

要、成果等を記載した成果書等を、作成、保管します。」とあり、Ｘ議員が当該書類を

作成、保管されていることを議会局、調査機関で確認している。これらのことからも、

請求人の主張をもって、使途運用指針に反した支出であると断じることはできないもの

と考えている。 

なお、Ｘ議員より、当該領収書等貼付用紙への視察先の記入漏れについては、今後、

誤解を招くことがないよう、加筆、訂正のうえ、差替えを行いたい旨の申し出があった

ことを申し添える。 

次に、Ｘ議員の資料購入費の支出に関してであるが、請求人が主張する「Ｘ議員は、

令和元年度下期に「朝日新聞、東京新聞の購読料」として計３万４，５２５円を支払っ

たとする領収書を資料購入費として提出している。」という件については、Ｘ議員より

「当該金額を資料購入費として計上したことは事実である。」との回答を受けている。 

続いて、請求人からの「Ｘ議員は新聞紙２紙をどこで購読しているか明確にしていな

いが、事務所で購読しているのなら、事務費や事務所費と同様に５０％の按分にしなけ

れば、整合性が取れない。また、使途運用指針の「５使途に関する指針  資料購入費」

に「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。」と規定されている。ま

たＸ議員が新聞購読料を支払ったとする領収書等貼付用紙には、「シンブンホカ（セデ

イ」のみ記載された何らかのコピーが添付されているだけで、金額も塗り消されており、

朝日新聞３，５６５円と東京新聞３，３４０円の購読料を毎月支払っている証明にはな

らず、使途運用指針「４共通事項  領収書等について」「⑨ＡＴＭ（現金自動預け払

い機）を利用し、振込みによる支払いを行った場合や銀行取引での支払いは、振込明細

書や通帳の写しを領収書に代わるものとして貼付します。」にも違反しており、Ｘ議員

が新聞２紙の購読料を全て政務活動費から支出しているのは使途運用指針の違反であ

る。」との主張について、Ｘ議員に確認したところ、「事務所で購読している「朝日新

聞、東京新聞の購読料」を政務活動費に計上している。」との回答を受けている。 

また、事務所で購読している新聞購読料について、事務費や事務所費と同様に５０％

の按分にすべきという請求人の主張について、Ｘ議員に確認したところ、「事務所に係
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る事務費及び事務所費は明確に区分することが困難なケースもあることから、５０％の

按分により計上している。一方で、新聞については、個人で政務活動にのみ利用してい

ることから按分を用いていない。」との回答を受けており、Ｘ議員の回答のとおり、同

じ事務所内で利用されるものであっても、その実態に応じて費用を按分すべきものと解

すべきであり、按分を適用していない新聞購読料に係る支出が使途運用指針に反してい

るとは考えていない。 

なお、請求人の主張にあった「領収書等貼付用紙には「シンブンホカ（セデイ」のみ

記載された何らかのコピーが添付されている」との件であるが、Ｘ議員は当該支払いを

カード決済により処理されていることから、通帳の写しを貼付しており、これは使途運

用指針８ページの「４共通事項  領収書等について⑨」にあるとおり、「銀行取引で

の支払いは、振込明細書や通帳の写しを領収書に代わるものとして貼付します。」に沿

った処理がなされていることからも、使途運用指針に従い適正に処理されたものと判断

できると考えている。 

なお、金額の塗り消し部分については、同日にカードで決済された金額が合算して記

帳されていたことから議会局にて塗り消したものであることを申し添える。加えて、当

該新聞の明細については、別紙において議会局、調査機関とで確認していることを併せ

て申し添える。 

【事務局において、原本及び関係書類を改めて確認している。】 

４ 関係職員の陳述に対する請求人の意見 

   請求人の意見の要旨は、次のとおりである。 

   なお、本請求に係る内容以外は除外した。 

３人の議員が一部のお金を返納するということで、その３人に関しては基本的に私た

ちの指摘を一部受け入れたということであり、それは非常に良いことだと思う。 

４３人中３人が、私たちの指摘がもっともだということでお金を一部返すとなった。

そういった意味からも、やはり使途運用指針から外れた使い方をしている。他の議員に

も勧告してもらいたい。使途運用指針から外れているというのは、３人だけではないと

思う。３人が返すとなったことは、私たちの指摘が全くのでたらめではないという証明

である。 

例えば、ある議員は、印刷代について領収書等貼付用紙に作成部数が記入されていな

いことは認めているが、それが分かるような資料、具体的には請求書等を保管している

としている。領収書と請求書は全く違うものである。政務活動費は、領収書を添付する

こととなっているので、領収書の余白等に記入すべきである。 

また、新聞購読料について、読売新聞のほかに別の新聞も購読しており、２紙目から

を計上しているとあるが、１紙は何か領収書が提出されておらず、全く証明されていな

い。一人は、きちんと自費で払った領収書も添付している。 
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４３人の議員からの釈明が出たが、全く反論になっていない。 

事務局において、原本及び関係書類を改めて確認しておりますとあるが、新聞関係に

ついて、自宅で購読している１紙目の領収書を確認しているという意味なのか、非常に

疑問に思った。 

 ５ 関係職員の陳述に対する監査委員の質疑 

陳述「別紙資料」において、各議員の最後に、事務局において原本及び関係書類は確

認したとあるが、確認した日付、どこで確認したか、内容等の記録はあるのかとの質問

に対し、次のとおり回答があった。 

  （参事兼総務課長回答） 

   記録は残っている。 

 ６ 法第１９９条第８項の規定による調査事項 

 法第１９９条第８項の規定により、次のとおり関係職員に対して調査を実施した。 

 なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を決定

した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの政務活動費に係る住民監

査請求について、一括した内容となっているものも含む。 

 陳述「別紙資料」において、「事務局において、原本及び関係書類を改めて確認し

ている。」とされていることについて、「確認」は、いつ、誰に、どこで、どのよう

にされたのかとの質問に対し、次のとおり回答を得た。 

   （回答） 

    議員への聴取、原本及び関係書類の確認を行った日付は、令和３年１月４日から８

日までの間、担当した事務局職員については、１名又は２名である。 

    議員への聴取、原本及び関係書類の確認は会派控室で実施した（ただし、議員への

聴取は登庁する機会を設けることができなかったため、やむを得ず、電話での聴取と

なったものを含む。）。 

    なお、原本及び関係書類の確認方法については、議員が保管している領収書や支出

を証する書類をはじめ、その支出の内容を証するものとして別紙として保管されてい

る請求書や納品書等、内容が分かるものの、いずれも原本を事務局職員が目視、突合

の方法により実施した。 

 ７ 本件会議研修費の一部返納等について 

 本件会議研修費のうち、「無料低額宿泊所」レクに参加した際のＪＲ運賃２３７円

について、令和３年１月２９日にＸ議員からさいたま市へ返納された。 

 本件会議研修費のうち、「近未来をみすえた教育議論」の研修会に出席した際の交

通費２，０６２円については、令和３年１月２７日に領収書等貼付用紙が訂正され、
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「研修会交通費「近未来をみすえた教育議論」「国立市人権を尊重し多様性を認め合

う平和なまちづくり基本条例」」とされた。 

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、会議研修費として

計上された１，６３０円及び資料購入費として計上された３万４，５２５円は、使途運用

指針に違反して支出されたものであるとして、３万６，１５５円をさいたま市に返還する

よう、市長はＸ議員に要求することを、監査委員が勧告することを求めた事案である。 

そのような措置を求める理由として、請求人は次のとおり主張している。 

会議研修費のうち、「無料低額宿泊所」レクに参加した際のＪＲ運賃について、使途運

用指針「４共通事項  交通費等旅費について」では、「②旅費の計上に当たっては、

「さいたま市職員等の旅費に関する条例」「同施行規則」に準じます」とあるが、さいた

ま市職員等の旅費に関する条例及びさいたま市職員等の旅費に関する条例施行規則では、

自宅から市役所までの交通費は旅費として認められていないと主張している。 

会議研修費のうち、「近未来をみすえた教育議論」研修会参加に伴う交通費については、

当該研修会は目黒区立田道住区センターで開催されており、最寄り駅は目黒駅であるとし、

目黒→谷保と谷保→日進の交通費支出は、使途運用指針「４共通事項  交通費等旅費に

ついて」の「①交通手段及び交通費（鉄道運賃、航空運賃、船賃等）については、合理性

及び経済性を考慮します」との規定に違反すると主張している。 

資料購入費については、Ｘ議員は事務所で使用するＰＣレンタル代や固定電話、インタ

ーネット代などの事務費や、事務所家賃・駐車場代、水道代、電気代などの事務所費は全

て５０％の按分で政務活動費を使用しており、Ｘ議員は新聞２紙をどこで購読しているの

か明確にしていないが、事務所で購読しているのであれば、事務費や事務所費と同様に５

０％の按分にしなければ整合性が取れないとし、自宅で新聞２紙を購読しているのであれ

ば、購読料を全て政務活動費から支出していることは、使途運用指針「５使途に関する指

針  資料購入費」の「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。」との規定に違反すると主張している。また、Ｘ

議員が新聞購読料を支払ったとする領収書等貼付用紙には、「シンブンホカ（セデイ」の

み記載された何らかのコピーが添付されているだけで、金額も塗り消されており、購読料

を毎月支払っている証明にはならないとし、使途運用指針「４共通事項  領収書等につ

いて」の「⑨ＡＴＭ（現金自動預け払い機）を利用し、振込みによる支払いを行った場合

や銀行取引での支払いは、振込明細書や通帳の写しを領収書に代わるものとして貼付しま
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す」との規定に違反すると主張している。 

  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、

使途運用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。 

会議研修費として計上された１，６３０円のうち、「無料低額宿泊所」レクに参加した

際のＪＲ運賃２３７円については、「第４ 事実」「７ 本件会議研修費の一部返納等に

ついて  」のとおり、Ｘ議員からさいたま市へ返納されており、監査を行う理由がなく

なったため、以下、当該２３７円を除く会議研修費１，３９３円及び資料購入費として計

上された３万４，５２５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こととし、判断に当たって

は、本件支出が使途運用指針に違反しているとする請求人の主張が認められるか検討を行

うこととする。 

まず、会議研修費のうち、「近未来をみすえた教育議論」研修会参加に伴う交通費につ

いて、当該研修会は目黒区立田道住区センターで開催され、最寄り駅は目黒駅であるとし、

目黒→谷保と谷保→日進の交通費支出は、使途運用指針「４共通事項  交通費等旅費に

ついて」の「①交通手段及び交通費（鉄道運賃、航空運賃、船賃等）については、合理性

及び経済性を考慮します。」との規定に違反するとの請求人の主張に対し、関係職員は、

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く調査結果として、Ｘ議員から

「研修会の会場は目黒区立田道住区センターで開催されており、最寄り駅は目黒駅である

との指摘は事実である。谷保駅を利用したのは、当該研修会の終了後、「国立市人権を尊

重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例」について併せて視察を行ったためであ

る。なお、谷保駅を利用した「国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基

本条例」の視察については「領収書等貼付用紙」に記入が漏れてしまった。」との回答を

得ているとしている。また、使途運用指針「４共通事項  交通費等旅費について」には、

「④政務活動のための視察、要請陳情活動を行った場合や、会議の開催、研修会等に参加

した場合は、目的等が分かるような「政務活動記録票」や概要、成果等を記載した成果書

等を、作成、保管します。」とあり、Ｘ議員が当該書類を作成、保管していることを議会

局及び調査機関で確認しており、Ｘ議員からは、当該領収書等貼付用紙への視察先の記入
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漏れについて、今後誤解を招くことがないよう、加筆、訂正のうえ、差替えを行いたい旨

の申し出があったとしている。さらに、事務局において、本件支出に係る原本及び関係書

類を改めて確認しているとしている。 

「第４ 事実」「７ 本件会議研修費の一部返納等について  」のとおり、領収書等

貼付用紙は、谷保駅を最寄り駅とする「国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまち

づくり基本条例」の視察を含むものとして訂正されており、本件支出は、使途運用指針

「４共通事項  交通費等旅費について」の「①交通手段及び交通費（鉄道運賃、航空運

賃、船賃等）については、合理性及び経済性を考慮します。」との規定に違反するという

ことはできない。 

次に、資料購入費については、Ｘ議員は新聞２紙をどこで購読しているのか明確にして

いないとの請求人の主張に対し、関係職員は、交付条例第１２条第５項に規定される議長

の調査権に基づく調査結果として、Ｘ議員から「事務所で購読している「朝日新聞、東京

新聞の購読料」を政務活動費に計上している。」との回答を得ており、また、事務局にお

いて、本件支出に係る原本及び関係書類を改めて確認しているとしている。 

使途運用指針「５使途に関する指針  資料購入費」において、「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。」と規定されており、本件については、事務所用として新聞を購読する場合

の新聞購読料であることが認められる。 

また、事務所で購読しているのであれば、事務費や事務所費と同様に５０％の按分にし

なければ整合性が取れないとの請求人の主張に対しては、関係職員は、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く調査結果として、Ｘ議員から「事務所に係る事

務費及び事務所費は明確に区分することが困難なケースもあることから、５０％の按分に

より計上している。一方で、新聞については、個人で政務活動にのみ利用していることか

ら按分を用いていない。」との回答を得ており、同じ事務所内で利用されるものであって

も、その実態に応じて費用を按分すべきものと解すべきであり、按分を適用していない新

聞購読料に係る支出が使途運用指針に反しているとは考えていないとしている。 

使途運用指針「３運用の基本原則  按分支出の原則」においては、「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す。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、活動の実態に応じて費用を按分することに

なります。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ります。（対外的に明確に説明できることが

必要です。）」と規定されている。 

政務活動費は、活動の実態に応じて費用を按分すべきものであり、事務所で購読してい

る新聞購読料と事務費や事務所費とが必ずしも同一の按分率でなければならないものでは

ないと解され、本件新聞は、個人で政務活動にのみ使用していると認められる。 
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また、Ｘ議員が新聞購読料を支払ったとする領収書等貼付用紙には、「シンブンホカ

（セデイ」のみ記載された何らかのコピーが添付されているだけで、金額も塗り消されて

おり、購読料を毎月支払っている証明にはならないとの請求人の主張に対しては、関係職

員は、Ｘ議員は当該支払いをカード決済により処理していることから通帳の写しを貼付し

ており、これは使途運用指針「４共通事項  領収書等について」の⑨にあるとおり「銀

行取引での支払いは、振込明細書や通帳の写しを領収書に代わるものとして貼付します。」

に沿った処理であるとし、金額の塗り消し部分については、同日にカード決済された金額

が合算して記帳されていたことから議会局にて塗り消したものであり、加えて、当該新聞

の明細については、別紙において議会局及び調査機関が確認しているとしている。さらに、

事務局において、本件支出に係る原本及び関係書類を改めて確認しているとしている。 

使途運用指針「４共通事項  領収書等について」においては、「⑨ＡＴＭ（現金自動

預け払い機）を利用し、振込みによる支払いを行った場合や銀行取引での支払いは、振込

明細書や通帳の写しを領収書に代わるものとして貼付します。」と規定されており、本件

支出はカード決済により行われ、銀行取引により支払いが完了したものであり、領収書等

貼付用紙には銀行取引での支払いが行われた通帳の写しが貼付されていることが認められ

る。また、金額の塗り消し部分については、同日にカード決済された金額が合算して記帳

されていたことから事務局が公開する際に塗り消したものであり、使途運用指針に違反す

るものではないと解する。 

  したがって、本件支出は、使途運用指針に違反するということはできない。 
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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、会議研修費として計上された１，

３９３円及び資料購入費として計上された３万４，５２５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。 

なお、会議研修費のうち、「無料低額宿泊所」レクに参加した際のＪＲ運賃２３７円に

ついては、「第４ 事実」「７ 本件会議研修費の一部返納等について  」のとおり、

返納済みであることから、請求人の求める措置は、必要なくなったものと認められる。 

この監査結果を踏まえ、監査委員としての意見を以下に述べる。 

 （意見） 

  政務活動費は、市民等の貴重な税金によって賄われている。ゆえに、政務活動費は、使

途の透明性を確保し、市民に対する説明責任を果たすことが求められる。 

  本市議会においても、使途運用指針の策定をはじめ、第三者調査機関の導入のほか、収

支報告書及び領収書等のインターネットでの公開等、政務活動費の使途について透明性の

確保に努めているものと理解できる。 

  しかしながら、政務活動費の使途が使途運用指針に違反しているとの疑念を抱かれる余

地があり、事実として住民監査請求に至った事例が多数あることから、今後においては、

市民に対する説明責任を十分果たすことができる、より透明性の高い制度運用のための取

組を強く望むものである。 



さいたま市監査委員告示第２７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３年２月１９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１２月１６日付け監査監第１２４５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

監査に当たり、請求人が提出した請求書及びその事実証明書から、請求人が主張する要

旨を次のように解した。 

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

２万３，８８５円は、政務活動費の使途運用指針（以下「使途運用指針」という。）に違

反して使用されたものです。そこで２万３，８８５円をさいたま市に返還するよう、清水

勇人市長はＸ議員に要求することを、監査委員が勧告することを求めます。 

 １  Ｘ議員は令和元年度上半期に、５月１７日に宮原駅前（実際には加茂宮駅前）、５

月２７日に宮原駅前、７月２５日に加茂宮駅前、８月２９日に宮原駅前で「市議会報告」

を行ったとして、各日６００円、計２，４００円の駐車料金を政務活動費から広報広聴

活動費として使用した。（第１号証） 

   同様に、令和元年度下半期には、１１月１９日に加茂宮駅前、１２月１６日に宮原駅

前、１月２２日に加茂宮駅前で「市議会報告」を行ったとして、１１月１９日と１月２

２日は６６０円、１２月１６日は６００円の計１，９２０円の駐車料金を政務活動費か

ら広報広聴活動費として使用した。（第２号証） 

 しかしＸ議員がtwitterに投稿した写真を見ると、立憲民主党ののぼりやタスキを使用

し、立憲民主党の枝野幸男代表兼衆議院議員や熊谷裕人参議院選挙候補者（後に当選）

の看板等を掲示しながら「市議会報告」を行い、政党活動も兼ねていたことは明白であ

る。（第３号証） 

 したがって、Ｘ議員の駐車料金は、使途運用指針「３運用の基本指針  按分支出の

原則（※）」により、２分の１を上限として按分すべきであり、上半期は１，２００円、

下半期は９６０円を上限とすべきである。（第４号証） 

 よって、令和元年度にＸ議員が政務活動費から広報広聴活動費として支出した駐車料

金との差額２，１６０円をさいたま市に返還するよう勧告することを求めます。 
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 ２  Ｘ議員は令和元年度上半期に、事務所で購読した読売新聞の購読料１万９，７５０

円（按分しない）を、資料購入費として政務活動費から支出した。（第５号証） 

   同様に、令和元年度下半期には、事務所で購読した読売新聞の購読料２万３，７００

円（按分しない）を、資料購入費として政務活動費から支出した。（第６号証） 

 Ｘ議員は、事務所で使用するインターネット代やＦＡＸリボン代などの事務費や、事

務所家賃、上下水道代、電気代などの事務所費は全て５０％の按分で政務活動費を使用

している。 

 したがって、事務所で購読している新聞購読料も、事務費や事務所費と同様に５０％

の按分にしなければ整合性が取れず、Ｘ議員の新聞購読料は、使途運用指針「３運用の

基本指針  按分支出の原則（※）」により、２分の１を上限として按分すべきである。

（第４号証） 

   そこで、新聞購読料を按分５０％とした場合の差額２万１，７２５円をさいたま市に

返還するよう勧告することを求めます。 

令和元年度上半期の政務活動費領収書がインターネットで公開されたのは令和元年１２

月１７日であり、上記のとおり法第２４２条第１項の規定により別紙事実証明書を添え、

必要な措置を請求します。併せて、請求人による意見陳述の機会を求めます。 

※ 請求書上、「３運用の基本原則  按分支出の原則」と表記されているが、「３運用

の基本指針  按分支出の原則」の誤りであると解した。 

 別紙事実証明書（第１号証～第６号証）は、省略 

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、要件を具

備しているものと認め、令和２年１２月２３日付けで本請求の受理を決定した。 

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て、令和元年度にＸ議員に交付

された政務活動費のうち、請求人が本請求において主張する、広報広聴活動費として計

上された２，１６０円及び資料購入費として計上された２万１，７２５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 - 

３ 監査方法 

次の方法により監査を行った。 

 法第２４２条第７項の規定により、令和３年１月２２日に請求人の陳述を聴取した。 

 請求人４名が出席し、うち３名が陳述した。追加の証拠の提出はなかった。 

  なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を

決定した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの住民監査請求に

ついて、一括して行った。 

 令和３年１月２２日に関係職員の陳述を聴取した。 

  「２ 対象所管」から、議会局総務部参事兼総務課長及び同総務課長補佐の計２名

が出席した。 

  なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を

決定した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの住民監査請求に

ついて、一括して行った。 

 「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

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、使途運用指針を定め

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。 

 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。） 

 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 
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 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。 

 運用の基本指針（使途運用指針「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

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。 

 共通事項（使途運用指針「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」 
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・「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」 

 使途に関する指針（使途運用指針「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 広報広聴活動費 

内 容 

議会活動、市政に関する政策、調査研究、要請陳情活動等を市民に

周知する広報活動並びに市民からの要望、意見等を聴取するための

広聴活動に要する経費 

主 な 

計上例 

広報紙の印刷費、作成委託費、ホームページ作成・維持管理費、発

送料、配付手数料、写真現像・焼付け代等、広報広聴活動に伴う交

通費、会場使用料、機材借上料、駐車場料金 

考え方・

取扱い 

① 広報広聴活動に係る交通費については、「共通事項」を参照す

ること。 

② 広報紙には、発行元としてさいたま市議会名、会派名又は議員

名及び連絡先を記載する。 

③ 広報紙の作成やホームページの運営が、会派及び議員の政務活

動（議会活動及び市の政策等を市民に報告する場合や市民の意見

を議会活動に反映することを含む）を目的としている場合には、

作成や維持管理等に係る経費を政務活動費で計上することができ

る。 

なお、後援会活動及び政党活動等の記述や議員の経歴など議員

個人に関する記述がある場合には、合計した掲載面積の割合等で

按分する必要がある。（明確に区分できない場合も按分する必要

がある。） 

④ 広報紙の掲載内容に会派の活動に関する記述と議員個人の活動

に関する記述が混在する場合は、掲載面積の割合等で按分し、会

派の活動に関する掲載費用は会派交付分から、また、議員個人の

活動に関する掲載費用は議員交付分から計上する。ただし全額会

派交付となっている場合は、この限りでない。 

なお、広報紙の掲載内容に国会議員や他の地方自治体議員に関

する記事が掲載されている場合は、その議員のアピールと誤解を

招くおそれがあるため、按分の判断は慎重に行う。 
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＊平成２４年３月２７日和歌山地裁の判決より 

和歌山市議会の会派及び議員が行う議会活動や政策等の広報活動

に要する費用を和歌山県から交付される政務調査費の広報費から支

出することは出来ないと解される。 

⑤ 広報紙やホームページには、「他会派(議員)の一般質問の内

容」及び「定例会の議案」等の記述を掲載することができる。た

だし、誹謗中傷等の内容については、政務活動費から計上できな

い。 

⑥ 政党の宣伝活動に供するポスター、パンフレット等や、後援会

の広報紙、ビラ等の作成、印刷及び発送などに要する費用は、計

上できない。 

⑦ 郵便を利用する場合には、原則として、料金別納郵便又は料金

後納郵便を利用することとし、「領収書等貼付用紙」（参考様式

１号）の余白又は別紙に用途を記載する。また、やむを得ず切手

やはがきを購入する場合には、必要枚数のみを購入するものと

し、「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）の余白又は別紙に用

途を記載したうえで、「切手等整理簿」（参考様式１０号）を作

成する。 

＊参考 

切手等には換金性があり、大量に購入し保有する行為が資金を

留保しているとの見方をされるおそれがある。また、政務活動費

の支出における「実費弁償の原則」の観点からも、このような行

為は不適切であると考えられる。 

⑧ 名刺印刷・作成代は、政務活動費から計上できない。（交際費

的な経費との区分が困難なため） 

⑨ 広報紙の発行、発送料等の領収書には、ただし書欄に発行物若

しくは発送したものの名称と作成部数を記入してもらう。ただし

書が不十分である場合、「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）

の余白又は別紙に名称や作成部数を記載し、請求書や納品書など

何を作成したのか内容が分かるものを保管しておく。なお、成果

物も保管しておく。 

⑩ 広報広聴活動に係る交通費については、行き先、目的等を「領

収書等貼付用紙」（参考様式第１号）の余白又は別紙に記載する

こと。 

⑪ 一般の業者が発行したフリーペーパー等に掲載した記事が、会

派及び議員の政務活動（議会活動及び市の政策等を市民に報告す

る場合や市民の意見を議会活動に反映することを含む）を目的と

している場合には、その掲載費用は政務活動費で計上することが



- 7 - 

できる。 

＜参考＞ 

平成２９年に個人情報保護法が改正されました。名簿などの個人情

報を取り扱う場合、その保有・利用・提供は法令を遵守する必要が

あります。 

イ 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 

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、
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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。 

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。

   なお、本請求に係る内容以外は除外した。 

今回総額で言うと２，１９５万円以上、２，２００万円近く、４３人の議員について

問題があった。 

政務活動費の領収書がインターネットで公開されることになった。今までは浦和の市

役所に平日昼間に行かないと見ることができなかった。 

会派支給分に関しては何年か前にチェックをし、住民監査請求をして、今度、東京高

裁に行くことになる。 

一人一人の使用分に関しては、現実的に、物理的に見ることができなかったが、さい

たま市議会がインターネットで公開するようになり、家でも見ることができるようにな

った。 

そうしたところ、個人使用分に関しても、合計で２，２００万円近い問題点が見つか

った。 

第三者委員会を作り、そこが勧告をして、何年か前に使途運用指針を見直したばかり

である。要するに議会の方から見直そうという声があって、第三者機関を作って、その

第三者機関がこういう風にしたらどうかと提言をして、最終的には各会派の代表者会議、

各会派が了承したうえで、確か平成２９年度に使途運用指針を見直したばかりである。 

それにもかかわらず、勝手に知らないところで直されたのならともかく、自分たちで

直しておいて、それを自分たちで守らなかった。 

今回、４３人の中で非常に多かったのは、３つくらいのパターンである。 

一つは広報広聴活動費で、印刷のチラシの部数をきちんと領収書に書いていなかった。 

印刷代、ポスティング代に関して、何を刷ったのか、その印刷物の名称、部数をはっ
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きり書いていなかった。これは使途運用指針ではきちんと盛り込まれている。 

２０１７年に自民党の県議が、印刷代、ポスティング代の領収書を偽造して、１，２

４０万円の政務活動費をだまし取ったという事件があった。この問題で同県議は議員を

辞職し、全国ニュースになった。 

そのような事件を受けて、はっきりと何をどれくらい刷ったのか、金額が適正なのか、

はっきり証明できるように、領収書に発行部数や印刷部数、印刷したものの名称を明記

するようにと決め、使途運用指針を見直した訳であるが、２０人くらいの議員がそれを

守っていない。 

もう一パターンで多かったのは、按分の問題、事務所の費用である。事務所は、当然、

議員活動で使うこともあれば、政党活動、後援会活動、個人使用で使うこともある。議

員活動以外で使うとなった場合は、按分上限を５０％と決めた訳である。 

概ね、民主改革に関しては、この按分は５０％で大体守っていた。公明党は元々事務

所がない人がほとんどである。しかし、自民党の人は、一部８５％の人もいるが、ほと

んど１００％請求している。 

その人たちが事務所を議員活動だけに使っているかというと、外から見てもはっきり

している。政党のポスターを貼っており、政党活動で使っている。後援会事務所の看板

も立ててあり、後援会活動としても使っている。これは議員活動だけでなく、政党活動、

後援会活動でも使用していることが一目瞭然であるが、１００％政務活動費で、家賃や

事務経費や光熱費を出している。 

自分たちで上限５０％と決めたにもかかわらず、自分たちでそれを守っておらず、本

当におかしい。こういったものも非常に多くあった。 

もう一つは、新聞代であり、民主党系の人は、家賃に関しては上限５０％を概ね守っ

ているが、その事務所で取っている新聞代については、１００％政務活動費となってい

る。 

事務所は政党活動でも使っているので、家賃を使途運用指針どおり５０％上限で按分

しているのはいいが、事務所で取っている新聞代は全額政務活動費になっている。新聞

代も５０％にすべきである。 

新聞を自宅で取る場合は、１紙は政務活動費で支払ってはいけない。複数取っている

場合、１紙は自費で、残りの２紙目以降は、政務活動費を使っていいとなっている。１

紙くらいは誰の家であっても新聞を取っているであろうという前提で、そのように使途

運用指針も決めている。 

しかしながら、領収書を出した議員でそれを守っているのは、民主改革の議員の一人

で、３紙新聞を取っているとしたら、３紙の領収書を出して、そのうち１紙は自費で払

っており、残りの２紙を政務活動費で、はっきりと証明している。領収書は出したけれ

ども１紙分は請求していない。 

他の人は、３紙、４紙取っていたら全部請求している。自分で１紙を自費で購入して

いる証明が全くない。一人だけはきちんとやっているので、今回監査請求をしていない。 
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自宅において政務活動費で新聞を取っている他の議員は、ほぼ全員、自費で取ってい

る分を全く証明していない。自宅宛ての新聞代の領収書が全部政務活動費になっており、

使途運用指針を守っていない。１紙は自費で購入するということを、きちんと守ってい

ると証明するのであれば、自費で取っている新聞代の領収書も提出すべきである。 

議員たちが自ら数年前に第三者委員会の勧告を受けて見直した使途運用指針を自分た

ちが守っていない。監査委員からも、守っていないのは駄目であり、お金を返すべきと

勧告を出してもらいたい。それを正せないのではあれば、自宅においてインターネット

で領収書をチェックできるので、来年再来年の毎年の恒例行事になる。ここで、きちん

と監査委員から勧告を出してもらいたい。 

一般的な感覚で言えば絶対にＮＧというようなことを認めているさいたま市自体もど

うかと思うので、それも補足としたい。 

監査請求なので法律的には罰せられないのかもしれないが、時代が時代なら打首にな

るような議員が偉そうな顔をして市のことについて語っているなということを補足とし

て申し上げる。 

政務活動費は業務委託ということで、公認会計士の方がご覧になっていると思う。年

間約５００万円から６００万円で業務委託しており、年間１１０日程まで調査をすると

いうことになっている。使途運用指針に基づき処理されているか調査を行い、必要に応

じて会派にヒアリングを実施するとなっている。きちんと内容を精査していないのでは

ないか。こういう方がきちんとやってくれれば、このようなことにならなかったのでは

ないか。 

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。 

   なお、本請求に係る内容以外は除外した。 

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、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２５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条例で定めること、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。 
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交付額については、交付条例第４条第１項及び第５条第１項にあるように、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。 

この政務活動費の支出については、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使途運用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、使途運用指針を作成し、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、使途運用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、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。 

使途運用指針は改訂を重ねているため、令和元年度支出分については、令和元年度改

訂の使途運用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、使途運用指針に基づ

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。 

請求人の主張する事項に関しては、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、対象議員に対して、

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、その結果を含め意見を述べる。 

今回の意見陳述においては、定められた時間内において全ての案件を取り扱わなけれ

ばならない事情等を鑑み、陳述における意見の詳細については、陳述「別紙資料」をも

って代えさせてもらいたい。 

監査監第１２２４号から第１２６６号まで、計４３件のさいたま市職員措置請求書が
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提出されているが、このうち、３件については、関係している３名の議員から計上して

いた政務活動費の一部を返納する予定であるとの申し出があった。 

監査監第１２４５号、Ｘ議員が広報広聴活動費として計上していた、駅前で市議会報

告を行った際に要した駐車料金、計４，３２０円については、近日返納する予定である

との申し出を受けている。 

議会局及び調査機関では、領収書等の提出を受けた際に、関係書類により使途運用指

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、

議会局及び調査機関により、使途運用指針に基づき支出がなされていることを改めて確

認している。 

調査結果からも、使途運用指針に基づき適正に処理をしていると判断できることから、

請求人の使途運用指針に反しているとする主張には、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。 

  ※本請求に係る陳述「別紙資料」の要旨は、次のとおりである。 

監査監第１２４５号、Ｘ議員の広報広聴活動費の支出に関してであるが、請求人が主

張する「Ｘ議員は、令和元年度上期、５月１７日に宮原駅前（実際には加茂宮駅前：請

求人の指摘どおり、領収書等貼付用紙の補記に誤りあり。）、５月２７日に宮原駅前、

７月２５日に加茂宮駅前、８月２９日に宮原駅前で「「市議会報告」を行った際の駐車

料金」として各日６００円、計２，４００円を支払ったとする領収書を広報広聴活動費

として提出している。また、令和元年度下期、１１月１９日に加茂宮駅前、１２月１６

日に宮原駅前、１月２２日に加茂宮駅前「「市議会報告」を行った際の駐車料金」とし

て１１月１９日と１月２２日は各日６６０円、１２月１６日は６００円、計１，９２０

円を支払ったとする領収書を広報広聴活動費として提出している。」という件について

は、Ｘ議員より「当該金額を広報広聴活動費として計上したことは事実である。なお、

当該広報広聴活動費計４，３２０円については近日、返納する予定である。」との回答、

申し出を受けている。  

次に、Ｘ議員の資料購入費の支出に関してであるが、請求人が主張する「Ｘ議員は、

令和元年度上期に事務所で購読した「読売新聞の購読料」として計１万９，７５０円、

令和元年度下期に同じく「読売新聞の購読料」として計２万３，７００円を支払ったと

する領収書を資料購入費として提出している。」という件については、Ｘ議員より「当

該金額を資料購入費として計上したことは事実である。」との回答を受けている。 

続いて、請求人からの「Ｘ議員は、事務所で使用するインターネット代やＦＡＸリボ

ン代などの事務費や、事務所家賃、上下水道代、電気代などの事務所費は全て５０％の

按分で計上しており、事務所で購読している新聞購読料も事務費や事務所費と同様に５

０％の按分にしなければ整合性が取れず、使途運用指針の「３運用の基本指針  按分

支出の原則」により、２分の１を上限として按分すべきである。」との主張については、
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Ｘ議員に確認したところ、「事務所に係る事務費及び事務所費は明確に区分することが

困難なケースもあることから、５０％の按分により計上している。一方で、新聞につい

ては、個人で政務活動にのみ利用していることから按分を用いていない。」との回答を

受けており、Ｘ議員の回答のとおり、同じ事務所内で利用されるものであっても、その

実態に応じて費用を按分すべきものと解すべきであり、按分を適用していない新聞購読

料に係る支出が使途運用指針に反しているとは考えていない。 

【事務局において、原本及び関係書類を改めて確認している。】 

４ 関係職員の陳述に対する請求人の意見 

   請求人の意見の要旨は、次のとおりである。 

   なお、本請求に係る内容以外は除外した。 

３人の議員が一部のお金を返納するということで、その３人に関しては基本的に私た

ちの指摘を一部受け入れたということであり、それは非常に良いことだと思う。 

４３人中３人が、私たちの指摘がもっともだということでお金を一部返すとなった。

そういった意味からも、やはり使途運用指針から外れた使い方をしている。他の議員に

も勧告してもらいたい。使途運用指針から外れているというのは、３人だけではないと

思う。３人が返すとなったことは、私たちの指摘が全くのでたらめではないという証明

である。 

例えば、ある議員は、印刷代について領収書等貼付用紙に作成部数が記入されていな

いことは認めているが、それが分かるような資料、具体的には請求書等を保管している

としている。領収書と請求書は全く違うものである。政務活動費は、領収書を添付する

こととなっているので、領収書の余白等に記入すべきである。 

また、新聞購読料について、読売新聞のほかに別の新聞も購読しており、２紙目から

を計上しているとあるが、１紙は何か領収書が提出されておらず、全く証明されていな

い。一人は、きちんと自費で払った領収書も添付している。 

４３人の議員からの釈明が出たが、全く反論になっていない。 

事務局において、原本及び関係書類を改めて確認しておりますとあるが、新聞関係に

ついて、自宅で購読している１紙目の領収書を確認しているという意味なのか、非常に

疑問に思った。 

 ５ 関係職員の陳述に対する監査委員の質疑 

陳述「別紙資料」において、各議員の最後に、事務局において原本及び関係書類は確

認したとあるが、確認した日付、どこで確認したか、内容等の記録はあるのかとの質問

に対し、次のとおり回答があった。 

  （参事兼総務課長回答） 
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   記録は残っている。 

 ６ 法第１９９条第８項の規定による調査事項 

 法第１９９条第８項の規定により、次のとおり関係職員に対して調査を実施した。 

 なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を決定

した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの政務活動費に係る住民監

査請求について、一括した内容となっているものも含む。 

 陳述「別紙資料」において、「事務局において、原本及び関係書類を改めて確認し

ている。」とされていることについて、「確認」は、いつ、誰に、どこで、どのよう

にされたのかとの質問に対し、次のとおり回答を得た。 

   （回答） 

    議員への聴取、原本及び関係書類の確認を行った日付は、令和３年１月４日から８

日までの間、担当した事務局職員については、１名又は２名である。 

    議員への聴取、原本及び関係書類の確認は会派控室で実施した（ただし、議員への

聴取は登庁する機会を設けることができなかったため、やむを得ず、電話での聴取と

なったものを含む。）。 

    なお、原本及び関係書類の確認方法については、議員が保管している領収書や支出

を証する書類をはじめ、その支出の内容を証するものとして別紙として保管されてい

る請求書や納品書等、内容が分かるものの、いずれも原本を事務局職員が目視、突合

の方法により実施した。 

 ７ 本件広報広聴活動費の返納について 

    本件広報広聴活動費２，１６０円を一部とする、駅前で市議会報告を行った際に要した

駐車料金４，３２０円について、令和３年１月２９日にＸ議員からさいたま市へ返納され

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、広報広聴活動費と

して計上された２，１６０円及び資料購入費として計上された２万１，７２５円は、使途

運用指針に違反して支出されたものであるとして、２万３，８８５円をさいたま市に返還

するよう、市長はＸ議員に要求することを、監査委員が勧告することを求めた事案である。 

そのような措置を求める理由として、請求人は次のとおり主張している。 

広報広聴活動費について、Ｘ議員がtwitterに投稿した写真を見ると、立憲民主党ののぼ

りやタスキを使用し、立憲民主党の代表兼衆議院議員や参議院選挙候補者の看板等を掲示
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しながら「市議会報告」を行っており、政党活動も兼ねていたことは明白であるとし、Ｘ

議員の駐車料金は、使途運用指針「３運用の基本指針  按分支出の原則」により、２分

の１を上限として按分すべきであると主張している。 

資料購入費については、Ｘ議員は、事務所で使用するインターネット代やＦＡＸリボン

代などの事務費や、事務所家賃、上下水道代、電気代などの事務所費は全て５０％の按分

で政務活動費を使用しており、事務所で購読している新聞購読料も、事務費や事務所費と

同様に５０％の按分にしなければ整合性が取れないとし、Ｘ議員の新聞購読料は、使途運

用指針「３運用の基本指針  按分支出の原則」により、２分の１を上限として按分すべ

きであると主張している。 

  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、

使途運用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。 

広報広聴活動費については、請求人が使途運用指針に違反していると主張する、駅前で

市議会報告を行った際に要した駐車料金は、「第４ 事実」「７ 本件広報広聴活動費の

返納について」のとおり、Ｘ議員からさいたま市へ返納されており、監査を行う理由がな

くなったため、以下、資料購入費として計上された２万１，７２５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

るかを判断することとし、判断に当たっては、本件支出が使途運用指針に違反していると

する請求人の主張が認められるか検討を行うこととする。 

資料購入費について、事務所で購読している新聞購読料も、事務費や事務所費と同様に

５０％の按分にしなければ整合性が取れないとの請求人の主張に対し、関係職員は、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く調査結果として、Ｘ議員から「事

務所に係る事務費及び事務所費は明確に区分することが困難なケースもあることから、５

０％の按分により計上している。一方で、新聞については、個人で政務活動にのみ利用し

ていることから按分を用いていない。」との回答を得ており、同じ事務所内で利用される

ものであっても、その実態に応じて費用を按分すべきものと解すべきであり、按分を適用

していない新聞購読料に係る支出が使途運用指針に反しているとは考えていないとしてい

る。また、事務局において、本件支出に係る原本及び関係書類を改めて確認しているとし
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ている。 

使途運用指針「３運用の基本指針  按分支出の原則」において、「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

することは困難です。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、活動の実態に応じて費用を按分することにな

ります。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ります。（対外的に明確に説明できることが必

要です。）」と規定されている。 

政務活動費は、活動の実態に応じて費用を按分すべきものであり、事務所で購読してい

る新聞購読料と事務費や事務所費とが必ずしも同一の按分率でなければならないものでは

ないと解され、本件新聞は、個人で政務活動にのみ使用していると認められる。 

したがって、本件支出は、使途運用指針に違反するということはできない。 
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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２万

１，７２５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。 

なお、広報広聴活動費については、請求人が使途運用指針に違反していると主張する、

駅前で市議会報告を行った際に要した駐車料金は、「第４ 事実」「７ 本件広報広聴活

動費の返納について」のとおり、Ｘ議員からさいたま市へ返納されていることから、請求

人の求める措置は、必要なくなったものと認められる。 

この監査結果を踏まえ、監査委員としての意見を以下に述べる。 

 （意見） 

  政務活動費は、市民等の貴重な税金によって賄われている。ゆえに、政務活動費は、使

途の透明性を確保し、市民に対する説明責任を果たすことが求められる。 

  本市議会においても、使途運用指針の策定をはじめ、第三者調査機関の導入のほか、収

支報告書及び領収書等のインターネットでの公開等、政務活動費の使途について透明性の

確保に努めているものと理解できる。 

  しかしながら、政務活動費の使途が使途運用指針に違反しているとの疑念を抱かれる余

地があり、事実として住民監査請求に至った事例が多数あることから、今後においては、

市民に対する説明責任を十分果たすことができる、より透明性の高い制度運用のための取

組を強く望むものである。 



さいたま市監査委員告示第２８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３年２月１９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１２月１６日付け監査監第１２４６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

監査に当たり、請求人が提出した請求書及びその事実証明書から、請求人が主張する要

旨を次のように解した。 

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

９７万９，３１４円（※１）は、政務活動費の使途運用指針（以下「使途運用指針」とい

う。）に違反して使用されたものです。そこで９７万９，３１４円（※１）をさいたま市

に返還するよう、清水勇人市長はＸ議員に要求することを、監査委員が勧告することを求

めます。 

 １  Ｘ議員は令和元年１１月８日に「市政レポートvol８印刷代」として１４万７６０円

（按分率９１．７３％）を、１１月１９日に「市政レポートvol８新聞折込代」として６

万９，０９４円を、それぞれ政務活動費の広報広聴活動費から支出した。（第１号証） 

 使途運用指針「５使途に関する指針  広報広聴活動費」では「広報紙の発行、発送

料等の領収書には、ただし書欄に発行物若しくは発送したものの名称と作成部数を記入

してもらう。ただし書が不十分である場合、「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）の

余白又は別紙に名称や作成部数を記載し、請求書や納品書など何を作成したのか内容が

わかるものを保管しておく。」と規定されている。（第２号証） 

   しかし、Ｘ議員が提出した領収書にはいずれも作成部数は記入されておらず、「領収

書等貼付用紙」（参考様式１号）の余白又は別紙にも作成部数は記載されていない。 

 したがって、 で述べたＸ議員の市政レポートに関する支出は使途運用指針の違反で

あり、令和元年度にＸ議員が広報広聴活動費として支出した政務活動費のうち、２０万

９，８５４円をさいたま市に返還するよう勧告することを求めます。 

 ２  Ｘ議員は令和元年度上半期に、読売新聞と埼玉新聞の購読料２万７，７３２円を、

資料購入費として政務活動費から支出した。（第３号証） 

   同様に、令和元年度下半期に、読売新聞と埼玉新聞の購読料４万８，５３１円を、資
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料購入費として政務活動費から支出した。（第４号証） 

 使途運用指針「５使途に関する指針  資料購入費」では「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。」と規定されている。（第５号証） 

 Ｘ議員が提出した新聞購読料の領収書は、全て配達先住所が塗り消されており、自宅

で購読したものか事務所用として購読したものかが不明である。新聞２紙を事務所で購

読しているのであれば下記４で指摘するように按分率５０％にすべきであり、自宅で購

読しているのであれば、新聞２紙の購読料を全て政務活動費から支出しているのは使途

運用指針の違反である。 

 よって、令和元年度にＸ議員が政務活動費から資料購入費として支出した新聞購読料

７万６，２６３円（※２）をさいたま市に返還するよう勧告することを求めます。 

 ３  Ｘ議員は令和元年１１月３０日と１２月２３日、令和２年１月２９日に、聖教新聞

の購読料（※３）を支払ったとしてそれぞれ１，９３４円、計５，８０２円を資料購入

費として政務活動費から支出した。（第６号証） 

 聖教新聞は宗教法人創価学会の機関紙である。宗教団体の出版物を政務活動費で購読

することは、使途運用指針「５使途に関する指針  資料購入費」で「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」と規定されているこ

とから、これに違反する。（第５号証） 

 また、Ｘ議員が提出した聖教新聞購読料の領収書は、発行した販売店名が塗り消され

ており、購読料を誰が受領したのか不明確である。 

 よって、Ｘ議員が聖教新聞購読料を政務活動費から資料購入費として支出した５，８

０２円は使途運用指針に違反しており、さいたま市に返還するよう勧告することを求め

ます。 

 ４  Ｘ議員は令和元年度上半期に、複合機リース代や事務所備品レンタル代、事務所電

話代、カウンター料金など１４万１，７０５円を事務費として、事務所賃貸料及びガス

代、電気代、水道代、事務所セコム代など３７万６，３２９円を事務所費として、いず

れも按分せずに政務活動費から支出した。（第７号証） 

   同様に、令和元年度下半期に、複合機リース代や事務所電話代、カウンター料金（※

４）など１６万９，１７３円を事務費として、事務所賃貸料及び電気代、水道代、事務

所セコム代、事務所灯油代（※５）など６８万７，５８２円を事務所費として、いずれ

も按分せずに政務活動費から支出した。（第８号証） 
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 しかし昨年、Ｘ議員の事務所前には「Ｘ後援会」と書かれた看板が立ててあり、事務

所は後援会活動にも使用されていたことは明白である。（第９号証） 

 したがって、Ｘ議員の事務費及び事務所費は、使途運用指針「３運用の基本指針  

按分支出の原則（※６）」による「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ります。（対外的に明確に説

明できることが必要です。）」に違反していることから、２分の１を上限として按分す

べきであり、上半期は２５万９，０１７円、下半期は４２万８，３７７円を上限とすべ

きである。（第１０号証） 

 よって、令和元年度にＸ議員が政務活動費から事務費及び事務所費として支出した額

との差額６８万７，３９５円をさいたま市に返還するよう勧告することを求めます。 

令和元年度上半期の政務活動費領収書がインターネットで公開されたのは令和元年１２

月１７日であり、上記のとおり法第２４２条第１項の規定により別紙事実証明書を添え、

必要な措置を請求します。併せて、請求人による意見陳述の機会を求めます。 

※１ 請求書上、「９７万９２８３円」と表記されているが、「９７万９，３１４円」の

誤りであると解した。 

※２ 請求書上、「７万６２３２円」と表記されているが、「７万６，２６３円」の誤り

であると解した。 

※３ 請求書上、「聖教新聞の１１月分の購読料」と表記されているが、「聖教新聞の購

読料」の誤りであると解した。 

※４ 請求書上、「複合機リース代や事務所備品レンタル代、事務所電話代、カウンター

料金」と表記されているが、「複合機リース代や事務所電話代、カウンター料金」の

誤りであると解した。 

※５ 請求書上、「事務所賃貸料及びガス代、電気代、水道代、事務所セコム代、事務所

灯油代」と表記されているが、「事務所賃貸料及び電気代、水道代、事務所セコム代、

事務所灯油代」の誤りであると解した。 

※６ 請求書上、「３運用の基本原則  按分支出の原則」と表記されているが、「３運

用の基本指針  按分支出の原則」の誤りであると解した。

 別紙事実証明書（第１号証～第１０号証）は、省略 

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、要件を具

備しているものと認め、令和２年１２月２３日付けで本請求の受理を決定した。 
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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て、令和元年度にＸ議員に交付

された政務活動費のうち、請求人が本請求において主張する、広報広聴活動費として計

上された２０万９，８５４円、資料購入費として計上された８万２，０６５円並びに事

務費及び事務所費として計上された６８万７，３９５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。 

 法第２４２条第７項の規定により、令和３年１月２２日に請求人の陳述を聴取した。 

 請求人４名が出席し、うち３名が陳述した。追加の証拠の提出はなかった。 

  なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を

決定した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの住民監査請求に

ついて、一括して行った。 

 令和３年１月２２日に関係職員の陳述を聴取した。 

  「２ 対象所管」から、議会局総務部参事兼総務課長及び同総務課長補佐の計２名

が出席した。 

  なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を

決定した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの住民監査請求に

ついて、一括して行った。 

 「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

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、使途運用指針を定め

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。 
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 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。） 

 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 

 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。 

 運用の基本指針（使途運用指針「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

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。 
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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。 

 共通事項（使途運用指針「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」 

このうち、「領収書等について」は、次のとおりとなっている。 

ア 領収書等について 

(ｱ) 領収書等は、交付条例施行規則第３条第２項の規定により収支報告書及び領収

書等（以下「収支報告書等」という。）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必要がある。 

    (ｲ) 領収書等は、「領収書等貼付用紙」（参考様式第１号）に貼付し保管する。 

(ｳ) 領収書等を貼付した「領収書等貼付用紙」を集計し、それをもとに「集計表」

（参考様式第２号）及び「支出明細書」（参考様式第３号）を作成する。（「支

出明細書」は、領収書ナンバーごとに１件ずつ記載する。） 

(ｴ) 政務活動費を計上した場合の単位としての「１件」とは、支払った相手方から

の領収書等の枚数を基本とする。したがって、原則として「領収書等貼付用紙」

１枚につき領収書等を１件ずつ貼付する。 

(ｵ) 領収書等の宛名は、議員交付の場合には、「議員氏名（○○○○）」又は「会

派名及び議員氏名（○○○○さいたま市議（会議員）団 ○○○○（議員氏名））」

とする。 

会派交付の場合には、「会派名（○○○○さいたま市議（会議員）団）」又は

「会派名及び議員氏名（○○○○さいたま市議（会議員）団 ○○○○（議員氏

名））」とする。 

(ｶ) 領収書には、宛名、日付、品名及び内訳等（単価、個数等)を明記してもらう。

領収書の形式が不十分である場合、成果物や購入した物が分かるものを保管して

おく。 
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※「お品代」「会議費」「書籍代」「印刷代」等の記載では説明が不十分であ

ることから、取引内容が明確に説明できるように、宛名、日付、品名及び内訳等

を「領収書等貼付用紙」余白や別紙に補記することが必要である。 

(ｷ) レシートは、日付、内訳（品名・個数等）などの必要事項が記載されていれば

領収書と同様に扱うものとする。なお、レシートに宛名が記載されていない場合、

「領収書等貼付用紙」に宛名を記載することが必要である。 

※感熱紙のレシートは、時間が経つと印字が消えてしまう場合があるため、コ

ピーをして原本とともに保管しておくことが必要である。 

(ｸ) 領収書が発行されない場合や電子マネーによる支出等、領収書が存在しないも

のの、支出を証明する資料が存在し、かつ合理的な理由がある場合等については、

「政務活動費支払証明書」（参考様式第５号）に支出の内容を記載することで領

収書に代えることができる。 

(ｹ) ＡＴＭ（現金自動預け払い機）を利用し、振込みによる支払いを行った場合や

銀行取引での支払いは、振込明細書や通帳の写しを領収書に代わるものとして貼

付する。 

(ｺ) 費用を按分する場合は、按分表等により按分割合を算出する。 

また、各使途項目における按分割合は、「領収書等貼付用紙」の按分率に記載

する。 

(ｻ) ポイント還元サービスで付与されたポイントについては、原則として利用が認

められない。（家電量販店等、ポイント現金還元サービスを行っている店で購入

した物品を政務活動費で計上する場合、購入時にはポイントカードや会員カード

等は利用せず、現金で支払うこととする。） 

支払時にやむを得ずポイントが付与された場合は、その金額を値引き分として

現金換算し計上金額から現金換算ポイント分を差し引かなければならない。また、

保有する現金ポイントで支払う又は他の支払い手段と併用して支払った場合には、

その支出を政務活動費として計上することはできない。 

 使途に関する指針（使途運用指針「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 広報広聴活動費 

内 容 

議会活動、市政に関する政策、調査研究、要請陳情活動等を市民に

周知する広報活動並びに市民からの要望、意見等を聴取するための

広聴活動に要する経費 

主 な 

計上例 

広報紙の印刷費、作成委託費、ホームページ作成・維持管理費、発

送料、配付手数料、写真現像・焼付け代等、広報広聴活動に伴う交

通費、会場使用料、機材借上料、駐車場料金 
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考え方・

取扱い 

① 広報広聴活動に係る交通費については、「共通事項」を参照す

ること。 

② 広報紙には、発行元としてさいたま市議会名、会派名又は議員

名及び連絡先を記載する。 

③ 広報紙の作成やホームページの運営が、会派及び議員の政務活

動（議会活動及び市の政策等を市民に報告する場合や市民の意見

を議会活動に反映することを含む）を目的としている場合には、

作成や維持管理等に係る経費を政務活動費で計上することができ

る。 

なお、後援会活動及び政党活動等の記述や議員の経歴など議員

個人に関する記述がある場合には、合計した掲載面積の割合等で

按分する必要がある。（明確に区分できない場合も按分する必要

がある。） 

④ 広報紙の掲載内容に会派の活動に関する記述と議員個人の活動

に関する記述が混在する場合は、掲載面積の割合等で按分し、会

派の活動に関する掲載費用は会派交付分から、また、議員個人の

活動に関する掲載費用は議員交付分から計上する。ただし全額会

派交付となっている場合は、この限りでない。 

なお、広報紙の掲載内容に国会議員や他の地方自治体議員に関

する記事が掲載されている場合は、その議員のアピールと誤解を

招くおそれがあるため、按分の判断は慎重に行う。 

＊平成２４年３月２７日和歌山地裁の判決より 

和歌山市議会の会派及び議員が行う議会活動や政策等の広報活動

に要する費用を和歌山県から交付される政務調査費の広報費から支

出することは出来ないと解される。 

⑤ 広報紙やホームページには、「他会派(議員)の一般質問の内

容」及び「定例会の議案」等の記述を掲載することができる。た

だし、誹謗中傷等の内容については、政務活動費から計上できな

い。 

⑥ 政党の宣伝活動に供するポスター、パンフレット等や、後援会

の広報紙、ビラ等の作成、印刷及び発送などに要する費用は、計

上できない。 

⑦ 郵便を利用する場合には、原則として、料金別納郵便又は料金

後納郵便を利用することとし、「領収書等貼付用紙」（参考様式

１号）の余白又は別紙に用途を記載する。また、やむを得ず切手

やはがきを購入する場合には、必要枚数のみを購入するものと

し、「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）の余白又は別紙に用

途を記載したうえで、「切手等整理簿」（参考様式１０号）を作
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成する。 

＊参考 

切手等には換金性があり、大量に購入し保有する行為が資金を

留保しているとの見方をされるおそれがある。また、政務活動費

の支出における「実費弁償の原則」の観点からも、このような行

為は不適切であると考えられる。 

⑧ 名刺印刷・作成代は、政務活動費から計上できない。（交際費

的な経費との区分が困難なため） 

⑨ 広報紙の発行、発送料等の領収書には、ただし書欄に発行物若

しくは発送したものの名称と作成部数を記入してもらう。ただし

書が不十分である場合、「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）

の余白又は別紙に名称や作成部数を記載し、請求書や納品書など

何を作成したのか内容が分かるものを保管しておく。なお、成果

物も保管しておく。 

⑩ 広報広聴活動に係る交通費については、行き先、目的等を「領

収書等貼付用紙」（参考様式第１号）の余白又は別紙に記載する

こと。 

⑪ 一般の業者が発行したフリーペーパー等に掲載した記事が、会

派及び議員の政務活動（議会活動及び市の政策等を市民に報告す

る場合や市民の意見を議会活動に反映することを含む）を目的と

している場合には、その掲載費用は政務活動費で計上することが

できる。 

＜参考＞ 

平成２９年に個人情報保護法が改正されました。名簿などの個人情

報を取り扱う場合、その保有・利用・提供は法令を遵守する必要が

あります。 

イ 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 

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。 
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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。 

ウ 事務費 

内 容 
政務活動のために必要な通信費、事務用消耗品及び備品の購入費等

の経費 

主 な 文具・OA 用紙等の事務用消耗品購入費、パソコンソフト購入費、切
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計上例 手等郵便料、電話・FAX 等通信費、プロバイダー料、物品修繕・保

守点検代、写真現像・焼付代、コピー機等のリース料・維持管理費 

考え方・

取扱い 

① 事務費で購入する備品等の取扱いについては、「共通事項」を

参照すること。 

② 事務所で使用する電話等の通話料、FAX 回線使用料、プロバイ

ダー料、コピー機等の機器リース料等については事務費で計上す

ることができる。 

なお、自宅の一部を事務所としている場合や、事務所を政務活

動以外の目的（後援会事務所等の兼用）で使用している場合は、

それぞれの使用割合により該当する経費を按分する。 

③ 茶菓代については、政務活動費で計上できない。 

④ 郵便を利用する場合には、原則として、料金別納郵便又は料金

後納郵便を利用することとし、「領収書等貼付用紙」（参考様式

１号）の余白に用途を記載する。 

また、やむを得ず切手やはがきを購入する場合には、必要枚数

のみを購入するものとし、「領収書等貼付用紙」（参考様式１

号）の余白に用途を記載したうえで、「切手等整理簿」（参考様

式１０号）を作成する。 

＊参考 

切手等には換金性があり、大量に購入し保有する行為が資金を

留保しているとの見方をされるおそれがある。また、政務活動費

の支出における「実費弁償の原則」の観点からも、このような行

為は不適切であると考えられる。 

エ 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】 
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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

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
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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。 

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。

   なお、本請求に係る内容以外は除外した。 

今回総額で言うと２，１９５万円以上、２，２００万円近く、４３人の議員について

問題があった。 

政務活動費の領収書がインターネットで公開されることになった。今までは浦和の市

役所に平日昼間に行かないと見ることができなかった。 

会派支給分に関しては何年か前にチェックをし、住民監査請求をして、今度、東京高

裁に行くことになる。 

一人一人の使用分に関しては、現実的に、物理的に見ることができなかったが、さい

たま市議会がインターネットで公開するようになり、家でも見ることができるようにな

った。 
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そうしたところ、個人使用分に関しても、合計で２，２００万円近い問題点が見つか

った。 

第三者委員会を作り、そこが勧告をして、何年か前に使途運用指針を見直したばかり

である。要するに議会の方から見直そうという声があって、第三者機関を作って、その

第三者機関がこういう風にしたらどうかと提言をして、最終的には各会派の代表者会議、

各会派が了承したうえで、確か平成２９年度に使途運用指針を見直したばかりである。 

それにもかかわらず、勝手に知らないところで直されたのならともかく、自分たちで

直しておいて、それを自分たちで守らなかった。 

今回、４３人の中で非常に多かったのは、３つくらいのパターンである。 

一つは広報広聴活動費で、印刷のチラシの部数をきちんと領収書に書いていなかった。 

印刷代、ポスティング代に関して、何を刷ったのか、その印刷物の名称、部数をはっ

きり書いていなかった。これは使途運用指針ではきちんと盛り込まれている。 

２０１７年に自民党の県議が、印刷代、ポスティング代の領収書を偽造して、１，２

４０万円の政務活動費をだまし取ったという事件があった。この問題で同県議は議員を

辞職し、全国ニュースになった。 

そのような事件を受けて、はっきりと何をどれくらい刷ったのか、金額が適正なのか、

はっきり証明できるように、領収書に発行部数や印刷部数、印刷したものの名称を明記

するようにと決め、使途運用指針を見直した訳であるが、２０人くらいの議員がそれを

守っていない。 

もう一パターンで多かったのは、按分の問題、事務所の費用である。事務所は、当然、

議員活動で使うこともあれば、政党活動、後援会活動、個人使用で使うこともある。議

員活動以外で使うとなった場合は、按分上限を５０％と決めた訳である。 

概ね、民主改革に関しては、この按分は５０％で大体守っていた。公明党は元々事務

所がない人がほとんどである。しかし、自民党の人は、一部８５％の人もいるが、ほと

んど１００％請求している。 

その人たちが事務所を議員活動だけに使っているかというと、外から見てもはっきり

している。政党のポスターを貼っており、政党活動で使っている。後援会事務所の看板

も立ててあり、後援会活動としても使っている。これは議員活動だけでなく、政党活動、

後援会活動でも使用していることが一目瞭然であるが、１００％政務活動費で、家賃や

事務経費や光熱費を出している。 

自分たちで上限５０％と決めたにもかかわらず、自分たちでそれを守っておらず、本

当におかしい。こういったものも非常に多くあった。 

もう一つは、新聞代であり、民主党系の人は、家賃に関しては上限５０％を概ね守っ

ているが、その事務所で取っている新聞代については、１００％政務活動費となってい

る。 

事務所は政党活動でも使っているので、家賃を使途運用指針どおり５０％上限で按分

しているのはいいが、事務所で取っている新聞代は全額政務活動費になっている。新聞
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代も５０％にすべきである。 

新聞を自宅で取る場合は、１紙は政務活動費で支払ってはいけない。複数取っている

場合、１紙は自費で、残りの２紙目以降は、政務活動費を使っていいとなっている。１

紙くらいは誰の家であっても新聞を取っているであろうという前提で、そのように使途

運用指針も決めている。 

しかしながら、領収書を出した議員でそれを守っているのは、民主改革の議員の一人

で、３紙新聞を取っているとしたら、３紙の領収書を出して、そのうち１紙は自費で払

っており、残りの２紙を政務活動費で、はっきりと証明している。領収書は出したけれ

ども１紙分は請求していない。 

他の人は、３紙、４紙取っていたら全部請求している。自分で１紙を自費で購入して

いる証明が全くない。一人だけはきちんとやっているので、今回監査請求をしていない。 

自宅において政務活動費で新聞を取っている他の議員は、ほぼ全員、自費で取ってい

る分を全く証明していない。自宅宛ての新聞代の領収書が全部政務活動費になっており、

使途運用指針を守っていない。１紙は自費で購入するということを、きちんと守ってい

ると証明するのであれば、自費で取っている新聞代の領収書も提出すべきである。 

議員たちが自ら数年前に第三者委員会の勧告を受けて見直した使途運用指針を自分た

ちが守っていない。監査委員からも、守っていないのは駄目であり、お金を返すべきと

勧告を出してもらいたい。それを正せないのではあれば、自宅においてインターネット

で領収書をチェックできるので、来年再来年の毎年の恒例行事になる。ここで、きちん

と監査委員から勧告を出してもらいたい。 

一般的な感覚で言えば絶対にＮＧというようなことを認めているさいたま市自体もど

うかと思うので、それも補足としたい。 

監査請求なので法律的には罰せられないのかもしれないが、時代が時代なら打首にな

るような議員が偉そうな顔をして市のことについて語っているなということを補足とし

て申し上げる。 

政務活動費は業務委託ということで、公認会計士の方がご覧になっていると思う。年

間約５００万円から６００万円で業務委託しており、年間１１０日程まで調査をすると

いうことになっている。使途運用指針に基づき処理されているか調査を行い、必要に応

じて会派にヒアリングを実施するとなっている。きちんと内容を精査していないのでは

ないか。こういう方がきちんとやってくれれば、このようなことにならなかったのでは

ないか。 

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。 

   なお、本請求に係る内容以外は除外した。 
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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、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２５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条例で定めること、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項及び第５条第１項にあるように、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。 

この政務活動費の支出については、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使途運用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、使途運用指針を作成し、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、使途運用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、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。 

使途運用指針は改訂を重ねているため、令和元年度支出分については、令和元年度改

訂の使途運用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、使途運用指針に基づ
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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。 

請求人の主張する事項に関しては、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、対象議員に対して、

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、その結果を含め意見を述べる。 

今回の意見陳述においては、定められた時間内において全ての案件を取り扱わなけれ

ばならない事情等を鑑み、陳述における意見の詳細については、陳述「別紙資料」をも

って代えさせてもらいたい。 

監査監第１２２４号から第１２６６号まで、計４３件のさいたま市職員措置請求書が

提出されているが、このうち、３件については、関係している３名の議員から計上して

いた政務活動費の一部を返納する予定であるとの申し出があった。 

議会局及び調査機関では、領収書等の提出を受けた際に、関係書類により使途運用指

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、

議会局及び調査機関により、使途運用指針に基づき支出がなされていることを改めて確

認している。 

調査結果からも、使途運用指針に基づき適正に処理をしていると判断できることから、

請求人の使途運用指針に反しているとする主張には、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。 

  ※本請求に係る陳述「別紙資料」の要旨は、次のとおりである。 

監査監第１２４６号、Ｘ議員の広報広聴活動費の支出に関してであるが、請求人が主

張する「Ｘ議員は、令和元年１１月８日に「市政レポートvol８印刷代」として１４万７

６０円、令和元年１１月１９日に「市政レポートvol８新聞折込代」として６万９，０９

４円を支払ったとする領収書を広報広聴活動費として提出している。」という件につい

ては、Ｘ議員より「当該金額を広報広聴活動費として計上したことは事実である。」と

の回答を受けている。 

続いて、請求人からの「使途運用指針の「５使途に関する指針  広報広聴活動費」

に「広報紙の発行、発送料等の領収書には、ただし書欄に発行物若しくは発送したもの

の名称と作成部数を記入してもらう。ただし書が不十分である場合、「領収書等貼付用

紙」（参考様式１号）の余白又は別紙に名称や作成部数を記載し、請求書や納品書など

何を作成したのか内容が分かるものを保管しておく。なお、成果物も保管しておく。」

と規定されている。しかし、Ｘ議員が提出した領収書にはいずれも作成部数は記入され

ておらず、「領収書等貼付用紙」の余白又は別紙にも作成部数は記載されていない。し

たがって、Ｘ議員の市政レポートに関する支出は使途運用指針の違反である。」との主

張について、Ｘ議員に確認したところ、「当該領収書（領収書等貼付用紙）には、作成
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部数が記入（記載）されていないが、別紙として確認できる請求書等を保管している。」

との回答を受けている。 

また、使途運用指針の１８ページ⑨にあるとおり、「ただし書が不十分である場合、

「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）の余白又は別紙に名称や作成部数を記載し、請

求書や納品書など何を作成したのか内容が分かるものを保管しておく。」と使途運用指

針に示されており、必ずしも領収書や領収書等貼付用紙の余白に記入、記載することに

限定されないことから、別紙等が具備され支出の内訳が明確な場合、請求人が主張する

ように、領収書や領収書等貼付用紙の余白に作成部数や発行物の名称の記入、記載がな

いことをもって直ちに使途運用指針の内容に反しているとは考えていない。 

次に、Ｘ議員の資料購入費の支出に関してであるが、請求人が主張する「Ｘ議員は、

令和元年度上期に「読売新聞、埼玉新聞の購読料」として計２万７，７３２円、令和元

年度下期に「読売新聞、埼玉新聞の購読料」として計４万８，５３１円を支払ったとす

る領収書を資料購入費として提出している。」という件については、Ｘ議員より「当該

金額を資料購入費として計上したことは事実である。」との回答を受けている。 

続いて、請求人からの「使途運用指針の「５使途に関する指針  資料購入費②」に

「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。」と規定されており、また、Ｘ議員が提出した新聞購読料の領収書

は全て配達先住所が塗り消されており、自宅で購読したものか事務所用として購読した

ものかが不明である。事務所で購読しているのであれば、按分率５０％にすべきである

し、自宅で購読しているのであれば、新聞２紙の購読料を全て政務活動費から支出して

いるのは使途運用指針の違反である。」との主張について、Ｘ議員に確認したところ、

「領収書は提出時において塗り消しはしていない。事務局が塗り消したものである。読

売新聞、埼玉新聞共に、事務所で購読されたものである。」との回答を受けており、請

求人の主張は理由がなくなるものと考える。 

なお、領収書の塗り消し部分については、公表先としていない旧事務所住所が記載さ

れていたことから議会局にて塗り消したものであることを申し添える。 

次に、同じくＸ議員の資料購入費の支出に関してであるが、請求人が主張する「Ｘ議

員は、令和元年１１月３０日、１２月２３日、令和２年１月２９日、「聖教新聞の購読

料」としてそれぞれ１，９３４円、計５，８０２円を支払ったとする領収書を資料購入

費として提出している。」という件については、Ｘ議員より「当該金額を資料購入費と

して計上したことは事実である。」との回答を受けている。 

続いて、請求人からの「聖教新聞は宗教法人創価学会の機関紙である。宗教団体の出

版物を政務活動費で購読することは使途運用指針の「５使途に関する指針  資料購入
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費」に「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。」と規定されている。また、Ｘ議員が提出した聖教新聞の購読料の領収書には発行

した販売店名が塗り消されており、購読料を誰が受領したのか不明確である。したがっ

て、Ｘ議員が聖教新聞の購読料を政務活動費から支出した資料購入費は使途運用指針に

違反する。」との主張について、Ｘ議員に確認したところ、「領収書の提出時において、

販売店名を塗り消しはしていない。事務局が塗り消したものである。」との回答を受け

ている。 

これら請求人の主張及びＸ議員の回答を使途運用指針に照らし合わせると、宗教法人

が発行した機関紙、新聞であろうと、調査研究に資する書籍として購入されたものであ

り、このことをもって、一概に使途運用指針に反するとはいえないものと考える。 

なお、当該領収書において、販売店名が塗り消されていたとの指摘については、個人

名が記載されていたことから、議会局にて塗り消したものであることを申し添える。 

次に、Ｘ議員の事務費及び事務所費の支出に関してであるが、請求人が主張する「Ｘ

議員は、令和元年度上期に「複合機リース代、事務所備品レンタル代、事務所電話代、

カウンター料金など」として１４万１，７０５円を事務費として、「事務所賃貸料及び

ガス代、電気代、水道代、事務所セコム代、など」として３７万６，３２９円を事務所

費として、令和元年度下期に「複合機リース代や事務所電話代、カウンター料金など」

として１６万９，１７３円を事務費として、「事務所賃貸料及び電気代、水道代、事務

所セコム代、事務所灯油代など」として６８万７，５８２円を事務所費として支払った

とする領収書を提出している。」という件については、Ｘ議員より「当該金額を事務費

及び事務所費として計上したことは事実である。」との回答を受けている。 

続いて、請求人からの「Ｘ議員の事務所の「Ｘ後援会」と書かれた看板が立ててあり、

事務所は後援会活動にも使用されていたことは明白である。したがって、Ｘ議員の事務

費及び事務所費は、使途運用指針の「３運用の基本指針  按分支出の原則」にある

「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ります。対外的に明確に説明できることが必要です。」に違反

する。」との主張について、Ｘ議員に確認したところ、「看板を立てていることは事実

であるが、事務所を後援会活動には使用していない。また、看板を立てることをもって

して後援会活動に該当するとは考えていない。」との回答を受けており、政務活動の拠

点として利用されている事務所において、当該指摘の後援会の看板を立てていることの

みをもってして、後援会活動に該当するため使途運用指針に反した不正な支出であると

断ずることはできないと考える。 

【事務局において、原本及び関係書類を改めて確認している。】 
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４ 関係職員の陳述に対する請求人の意見 

   請求人の意見の要旨は、次のとおりである。 

   なお、本請求に係る内容以外は除外した。 

３人の議員が一部のお金を返納するということで、その３人に関しては基本的に私た

ちの指摘を一部受け入れたということであり、それは非常に良いことだと思う。 

４３人中３人が、私たちの指摘がもっともだということでお金を一部返すとなった。

そういった意味からも、やはり使途運用指針から外れた使い方をしている。他の議員に

も勧告してもらいたい。使途運用指針から外れているというのは、３人だけではないと

思う。３人が返すとなったことは、私たちの指摘が全くのでたらめではないという証明

である。 

例えば、ある議員は、印刷代について領収書等貼付用紙に作成部数が記入されていな

いことは認めているが、それが分かるような資料、具体的には請求書等を保管している

としている。領収書と請求書は全く違うものである。政務活動費は、領収書を添付する

こととなっているので、領収書の余白等に記入すべきである。 

また、新聞購読料について、読売新聞のほかに別の新聞も購読しており、２紙目から

を計上しているとあるが、１紙は何か領収書が提出されておらず、全く証明されていな

い。一人は、きちんと自費で払った領収書も添付している。 

４３人の議員からの釈明が出たが、全く反論になっていない。 

事務局において、原本及び関係書類を改めて確認しておりますとあるが、新聞関係に

ついて、自宅で購読している１紙目の領収書を確認しているという意味なのか、非常に

疑問に思った。 

 ５ 関係職員の陳述に対する監査委員の質疑 

陳述「別紙資料」において、各議員の最後に、事務局において原本及び関係書類は確

認したとあるが、確認した日付、どこで確認したか、内容等の記録はあるのかとの質問

に対し、次のとおり回答があった。 

  （参事兼総務課長回答） 

   記録は残っている。 

 ６ 法第１９９条第８項の規定による調査事項 

 法第１９９条第８項の規定により、次のとおり関係職員に対して調査を実施した。 

 なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を決定

した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの政務活動費に係る住民監

査請求について、一括した内容となっているものも含む。 

 陳述「別紙資料」において、「事務局において、原本及び関係書類を改めて確認し
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ている。」とされていることについて、「確認」は、いつ、誰に、どこで、どのよう

にされたのかとの質問に対し、次のとおり回答を得た。 

   （回答） 

    議員への聴取、原本及び関係書類の確認を行った日付は、令和３年１月４日から８

日までの間、担当した事務局職員については、１名又は２名である。 

    議員への聴取、原本及び関係書類の確認は会派控室で実施した（ただし、議員への

聴取は登庁する機会を設けることができなかったため、やむを得ず、電話での聴取と

なったものを含む。）。 

    なお、原本及び関係書類の確認方法については、議員が保管している領収書や支出

を証する書類をはじめ、その支出の内容を証するものとして別紙として保管されてい

る請求書や納品書等、内容が分かるものの、いずれも原本を事務局職員が目視、突合

の方法により実施した。 

 名称、部数が記載されていないことについて、部数等を記載した別紙は保管されて

いるか。保管されているのであれば、どこに保管されているのかとの質問に対し、次

のとおり回答を得た。 

   （回答） 

 議員が保管している。保管場所については、主に会派控室となっているが、個人で

管理、保管しているケースもある。 

 領収書等貼付用紙の余白又は別紙に名称や作成部数を記載することについて、使途

運用指針「５使途に関する指針  広報広聴活動費 ⑨」の記載「ただし書が不十分

である場合、「領収書等貼付用紙」（参考様式第１号）の余白又は別紙に名称や作成

部数を記載し、請求書や納品書など何を作成したのか内容が分かるものを保管してお

く。」とは、どのように解釈するのかとの質問に対し、次のとおり回答を得た。 

   （回答） 

 使途運用指針にあるとおり、必ずしも「領収書」や「領収書等貼付用紙」の余白に

記入、記載することに限定されないことから、別紙等が具備され支出の内訳が明確な

場合、請求人が主張するように、「領収書」や「領収書等貼付用紙」の余白に作成部

数や発行物の名称の記入、記載がないことをもって直ちに使途運用指針の内容に反し

ているとは考えていない。 

  の回答を受け、「必ずしも「領収書」や「領収書等貼付用紙」の余白に記入、記

載することに限定されない」について、どのように運用しているのかとの質問に対し、

次のとおり回答を得た。 

 （回答） 

  会派又は議員が広報紙に係る支出に限らず、領収書等、支出を証する書類を提出す

る際、ただし書が不十分である場合や「領収書等貼付用紙」の余白に詳細が記されて

いない場合、別紙として、請求書や納品書、又は内容が分かるものを併せて提出させ

ることによって、事務局に加え、第三者機関においても、交付条例及び使途運用指針
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に基づき適正な支出、事務処理が行われていることを確認しているところである。 

しかしながら、これら請求書等については、交付条例及び使途運用指針に定められ

た提出書類ではなく、確認書類であり、議員自身が作成、保管するものとなっている

こと、併せて、公開の対象となっている書類は、交付条例及び「さいたま市議会政務

活動費の収支報告書等の閲覧に関する規程」において、領収書その他の当該支出の事

実を証する書類の写しと定められていることや職員等において確認がされていること

からも、請求書等については公開対象とされてはいない。 

 事務所台帳（使途運用指針「５使途に関する指針  事務所費 ②」）について、

「事務所台帳」は公開されているのか、また、「事務所台帳」は議会局で保管してい

るのか、それとも議員本人が保管しているのかとの質問に対し、次のとおり回答を得

た。 

   （回答） 

 「事務所台帳」は公開対象ではない。なお、「事務所台帳」は、議員本人が作成し、

保管することとなっている。 

 Ｘ議員について、事務所が後援会活動にも使用される場合、新聞２紙を事務所で購

読しているのであれば、按分率を５０％にすべきとの請求人の主張であるが、購読料

を按分していない理由は何かとの質問に対し、次のとおり回答を得た。 

   （回答） 

Ｘ議員から、「事務所を後援会活動には使用していない。また、当該新聞について

は、個人が政務活動にのみ使用しているから１００％で計上している。」との回答を

受けている。 

同じ事務所内で利用されるものであっても、その実態に応じて費用を按分すべきも

のと解すべきであり、当該新聞購読料に係る支出に対しても、一概に按分を適用すべ

きものだとは考えていない。 

 Ｘ議員について、「Ｘ後援会」と書かれた看板は、公職選挙法第１４３条第１６項

第１号の立札及び看板の類で、後援団体がその政治活動のために使用する事務所に掲

示することができるものとして、同条第１７項の規定による表示をして掲示されてい

るものとお見受けする。陳述「別紙資料」の「事務所を後援会活動には使用していな

い」ということは、後援会事務所としては既に廃止済みということなのか、それとも、

後援会活動は別の事務所において行われていて、この事務所での後援会事務所として

の使用実態はなかったということなのか、あるいは、これら以外の理由によるものか。

また、市選挙管理委員会に公職選挙法第１４３条第１７項の規定により証票の交付を

申請していると思うが、その申請での当該後援会の「主たる事務所」はどこか（政務

活動費に係る事務所の場所とは別の場所の事務所か）との質問に対し、次のとおり回

答を得た。 

   （回答） 

Ｘ議員から、「政務活動費において計上している事務所と後援会事務所は別のもの
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である。また、政務活動費において計上している事務所では、後援会活動は行われて

いないことから、その使用実態もない。」との回答を受けている。 

なお、後援会の主たる事務所の所在地についても、Ｘ議員の回答により、政務活動費

において計上している事務所の所在地とは別であることを確認した。 

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、広報広聴活動費と

して計上された２０万９，８５４円、資料購入費として計上された８万２，０６５円並び

に事務費及び事務所費として計上された６８万７，３９５円は、使途運用指針に違反して

支出されたものであるとして、９７万９，３１４円をさいたま市に返還するよう、市長は

Ｘ議員に要求することを、監査委員が勧告することを求めた事案である。 

そのような措置を求める理由として、請求人は次のとおり主張している。 

広報広聴活動費について、Ｘ議員が提出した領収書にはいずれも作成部数は記入されて

おらず、領収書等貼付用紙の余白又は別紙にも作成部数は記載されていないとし、使途運

用指針「５使途に関する指針  広報広聴活動費」の「広報紙の発行、発送料等の領収書

には、ただし書欄に発行物若しくは発送したものの名称と作成部数を記入してもらう。た

だし書が不十分である場合、「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）の余白又は別紙に名

称や作成部数を記載し、請求書や納品書など何を作成したのか内容が分かるものを保管し

ておく。」との規定に違反すると主張している。 

資料購入費のうち、読売新聞及び埼玉新聞の購読料については、Ｘ議員が提出した新聞

購読料の領収書は、全て配達先住所が塗り消され、自宅で購読したものか事務所用として

購読したものかが不明であり、新聞２紙を事務所で購読しているのであれば事務費及び事

務所費において指摘するように後援会活動にも使用されていたことは明白であるため按分

率５０％にすべきであるとし、自宅で購読しているのであれば、新聞２紙の購読料を全て

政務活動費から支出していることは、使途運用指針「５使途に関する指針  資料購入費」

の「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。」との規定に違反すると主張している。 

資料購入費のうち、聖教新聞購読料については、聖教新聞は宗教法人創価学会の機関紙

であり、宗教団体の出版物を政務活動費で購読することは、使途運用指針「５使途に関す

る指針  資料購入費」の「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
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は、計上できない。」との規定に違反すると主張している。また、Ｘ議員が提出した聖教

新聞購読料の領収書は、発行した販売店名が塗り消され、購読料を誰が受領したのか不明

確であると主張している。 

事務費及び事務所費については、昨年（２０１９年）、Ｘ議員の事務所前には「Ｘ後援

会」と書かれた看板が立ててあり、事務所は後援会活動にも使用されていたことは明白で

あるとし、使途運用指針「３運用の基本指針  按分支出の原則」による「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

要があります。（対外的に明確に説明できることが必要です。）」との規定に違反してい

ることから、２分の１を上限として按分すべきであると主張している。 

  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、

使途運用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。 

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、広報広

聴活動費として計上された２０万９，８５４円、資料購入費として計上された８万２，０

６５円並びに事務費及び事務所費として計上された６８万７，３９５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り、本件支出が使途運用指針に違反しているとする請求人の主張

が認められるか検討を行うこととする。

  まず、広報広聴活動費について、Ｘ議員が提出した領収書にはいずれも作成部数は記入

されておらず、領収書等貼付用紙の余白又は別紙にも作成部数は記載されていないとの請

求人の主張に対し、関係職員は、交付条例第１２条第５項に規定される議長の調査権に基

づく調査結果として、Ｘ議員から「当該領収書（領収書等貼付用紙）には、作成部数が記

入（記載）されていないが、別紙として確認できる請求書等を保管している。」との回答

を得ており、また、使途運用指針において、必ずしも領収書や領収書等貼付用紙の余白に

記入、記載することに限定されないとしている。さらに、事務局において、本件支出に係

る原本及び関係書類を改めて確認しているとしている。 

使途運用指針「５使途に関する指針  広報広聴活動費」においては、「ただし書が不

十分である場合、「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）の余白又は別紙に名称や作成部
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数を記載し、請求書や納品書など何を作成したのか内容が分かるものを保管しておく。」

と規定されており、発行物若しくは発送したものの名称と作成部数の記載は必ずしも領収

書又は領収書等貼付用紙の余白に限定されていない。別紙等が具備され、支出の内訳が明

確な場合には、直ちに使途運用指針に違反しているとまではいえないと解する。 

本件については、領収書又は領収書等貼付用紙の余白には作成部数は記載されていないも

のの、別紙として確認できる請求書等が保管されていると認めることができる。 

したがって、本件支出は、使途運用指針「５使途に関する指針  広報広聴活動費」の

規定に違反するということはできない。 

次に、資料購入費のうち、読売新聞及び埼玉新聞の購読料についてであるが、前提に事

務所は後援会活動にも使用されていたことは明白であるとの請求人の主張があることから、

先だって事務費及び事務所費についての検討を行う。 

事務費及び事務所費については、昨年（２０１９年）、Ｘ議員の事務所前には「Ｘ後援

会」と書かれた看板が立ててあり、事務所は後援会活動にも使用されていたことは明白で

あるとの主張に対し、関係職員は、交付条例第１２条第５項に規定される議長の調査権に

基づく調査結果として、Ｘ議員から「看板を立てていることは事実であるが、事務所を後

援会活動には使用していない。また、看板を立てることをもってして後援会活動に該当す

るとは考えていない。」との回答を得ており、政務活動の拠点として利用されている事務

所において、当該指摘の後援会の看板を立てていることのみをもってして、後援会活動に

該当するため使途運用指針に反した不正な支出であると断ずることはできないと考えると

している。また、事務局において、本件支出に係る原本及び関係書類を改めて確認してい

るとしている。 

また、上記「事務所を後援会活動には使用していない」ということについて、関係職員

は、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く調査結果として、Ｘ議員

から「政務活動費において計上している事務所と後援会事務所は別のものである。また、

政務活動費において計上している事務所では、後援会活動は行われていないことから、そ

の使用実態もない。」との回答を得ているとしている。 

  請求人が違反すると主張する使途運用指針「３運用の基本指針  按分支出の原則」後

段においては確かに、「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ります。（対外的に明確に説明できることが

必要です。）」と規定されているが、その前提となる前段において、「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

することは困難です。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、活動の実態に応じて費用を按分することにな

ります。」と規定されている。 

  本件については、当該事務所は後援会活動としての使用実態がなく、政務活動にのみ使
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用していると認めることができることから、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に当たるとまではいえないと解する。 

したがって、本件支出は、使途運用指針「３運用の基本指針  按分支出の原則」の規定

に違反するということはできない。 

次に、資料購入費のうち、読売新聞及び埼玉新聞の購読料については、Ｘ議員が提出し

た新聞購読料の領収書は、全て配達先住所が塗り消され、自宅で購読したものか事務所用

として購読したものかが不明であるとの請求人の主張に対し、関係職員は、交付条例第１

２条第５項に規定される議長の調査権に基づく調査結果として、Ｘ議員から「読売新聞、

埼玉新聞共に、事務所で購読されたものである。」との回答を得ており、また、領収書の

塗り消し部分については、公表先としていない旧事務所住所が記載されていたことから議

会局にて塗り消したものであるとしている。さらに、事務局において、本件支出に係る原

本及び関係書類を改めて確認しているとしている。 

使途運用指針「５使途に関する指針  資料購入費」において、「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。」と規定されており、本件については、事務所用として新聞を購読する場合

の新聞購読料であり、領収書の塗り消し部分については、事務局が領収書を公開する際に

公表先としていない旧事務所住所を塗り消したものと認められ、使途運用指針に違反する

ものではないと解する。 

また、新聞２紙を事務所で購読しているのであれば、事務費及び事務所費と同様に按分

率５０％にすべきであるとの請求人の主張に対しては、前述のとおり、事務費及び事務所

費において按分を必要としないと解しており、その事務所で購読された新聞購読料につい

ても同様に按分を必要としないものと解する。 

  したがって、本件支出は、使途運用指針に違反するということはできない。 

次に、資料購入費のうち、聖教新聞購読料については、聖教新聞は宗教法人創価学会の

機関紙であり、宗教団体の出版物を政務活動費で購読することは、使途運用指針に違反す

るとの請求人の主張に対し、関係職員は、宗教法人が発行した機関紙、新聞であろうと、

調査研究に資する書籍として購入されたものであり、このことをもって、一概に指針に反

するとはいえないとしている。 

  使途運用指針において、資料購入費の内容は、「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」、考え方・取扱いとして「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。」と規定されている。 

  調査研究に関するものと認められるかについてであるが、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
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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、調査研究に関するものには

当たらないということができるものと解される。 

本件について、聖教新聞は確かに宗教法人創価学会の機関紙ではあるものの、一般的な

政治・経済・事件に関する記事も掲載されていると認められ、政務活動における調査研究

に活用できないとはいえず、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な

い。 

したがって、本件支出は、使途運用指針「５使途に関する指針  資料購入費」の「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。」との規定に

違反するということはできない。 

  また、Ｘ議員が提出した聖教新聞購読料の領収書は、発行した販売店名が塗り消され、

購読料を誰が受領したのか不明確であるとの請求人の主張に対しては、関係職員は、領収

書の塗り消し部分については、個人名が記載されていたことから議会局にて塗り消したも

のであるとしている。また、事務局において、本件支出に係る原本及び関係書類を改めて

確認しているとしている。 

領収書の塗り消し部分については、事務局が領収書を公開する際に、発行した販売店の個

人名を塗り消したものであり、使途運用指針に違反するものではないと解する。 

したがって、公開された領収書において、発行した販売店名が塗り消されていることは、

使途運用指針に違反するということはできない。 
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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、広報広聴活動費として計上された

２０万９，８５４円、資料購入費として計上された８万２，０６５円並びに事務費及び事

務所費として計上された６８万７，３９５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。 

なお、この監査結果を踏まえ、監査委員としての意見を以下に述べる。 

 （意見） 

  政務活動費は、市民等の貴重な税金によって賄われている。ゆえに、政務活動費は、使

途の透明性を確保し、市民に対する説明責任を果たすことが求められる。 

  本市議会においても、使途運用指針の策定をはじめ、第三者調査機関の導入のほか、収

支報告書及び領収書等のインターネットでの公開等、政務活動費の使途について透明性の

確保に努めているものと理解できる。 

  しかしながら、政務活動費の使途が使途運用指針に違反しているとの疑念を抱かれる余

地があり、事実として住民監査請求に至った事例が多数あることから、今後においては、

市民に対する説明責任を十分果たすことができる、より透明性の高い制度運用のための取

組を強く望むものである。 



さいたま市監査委員告示第２９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３年２月１９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１２月１６日付け監査監第１２４７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

監査に当たり、請求人が提出した請求書及びその事実証明書から、請求人が主張する要

旨を次のように解した。 

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

３９万１，４２６円は、政務活動費の使途運用指針（以下「使途運用指針」という。）に

違反して使用されたものです。そこで３９万１，４２６円をさいたま市に返還するよう、

清水勇人市長はＸ議員に要求することを、監査委員が勧告することを求めます。 

 １  Ｘ議員は令和元年７月１８日と１９日に開催された研修会に参加するために、往路

航空券代金２万１，２０８円と復路航空券代金２万１，２０８円を、会議研修費として

政務活動費から支出した。（第１号証） 

 使途運用指針「４共通事項  交通費等旅費について」では「①交通手段及び交通費

（鉄道運賃、航空運賃、船賃等）については、合理性及び経済性を考慮します。」と規

定されている。（第２号証） 

 Ｘ議員が提出した全日本空輸宛ての振込明細書には搭乗区間の記載がなく、振込明細

書を貼り付けた領収書等貼付用紙の欄外にも搭乗区間の記載がない。 

 したがって、Ｘ議員が支出した航空運賃の合理性や経済性は不明であり、令和元年度

にＸ議員が政務活動費から会議研修費として支出した４万２，４１６円をさいたま市に

返還するよう勧告することを求めます。 

 ２  Ｘ議員は令和元年５月２４日に認定ＮＰＯ法人 水のフォルムの「平成３０年度賛

助会費不足分」として１，０００円を資料購入費として政務活動費から支出した。（第

３号証） 

 使途運用指針「４共通事項  年度をまたぐ支払いについて」では「請求月ではなく

実際の支払いをした時点で計上の処理をします。」と規定しているが、例として挙げて

いるのは口座振替の電気料金、電話料金であり、参考として挙げている名古屋地裁の判
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決は、「前月に費用が発生し、翌月に請求されたり支払われたりする場合」である。

（第４号証） 

 しかし、Ｘ議員が提出した領収書は前年度の「賛助会費不足分」であり、前年度に払

わなかった、あるいは払い忘れた支払いである。 

 したがって、 で述べたＸ議員の「平成３０年度賛助会費不足分」の支出は使途運用

指針の違反であり、令和元年度にＸ議員が政務活動費から資料購入費として支出した１，

０００円をさいたま市に返還するよう勧告することを求めます。 

 ３  Ｘ議員は令和元年６月２４日に事務所の賃貸借更新手数料３万２，４００円を有限

会社諏訪入ホーム（※）に支払ったとして、按分５０％の１万６，２００円を事務所費

として政務活動費から支出している。（第５号証） 

 しかし領収書のただし書きは、Ｘ事務所ではなく「小嶋事務所 更新手数料」である。 

 使途運用指針「５使途に関する指針  事務所費」では「事務所を賃借する場合は、

議員個人が契約者となること。」と規定されている。（第６号証） 

 したがって、他人の名義で契約しているＸ議員の事務所について令和元年度上半期に

政務活動費から支出した賃貸借更新手数料及び５０％按分の家賃１５万円と、令和元年

度下半期に政務活動費から支出した５０％按分の家賃１８万円の計３４万６，２００円

を、さいたま市に返還するよう勧告することを求めます。（第７号証）（第８号証） 

 ４  Ｘ議員は令和元年１１月７日に秩父「荒川研修」有料道路代復路として、練馬料金

所での９５０円と大泉料金所での８６０円の計１，８１０円を、会議研修費として政務

活動費から支出している。（第９号証） 

 Ｘ議員は領収書等貼付用紙に「研修後に打ち合わせがあり、開始時間に間に合わせる

ために有料道路を利用」と記載している。研修前に打ち合わせがあり開始時間に間に合

わせるために往路に有料道路を利用したのなら合理性があるが、研修後に打ち合わせが

あることや開始時間に間に合わせるために復路に有料道路を利用したことには全く合理

性がない。 

 したがって、Ｘ議員が会議研修費として政務活動費から支出した有料道路代１，８１

０円を、さいたま市に返還するよう勧告することを求めます。 

令和元年度上半期の政務活動費領収書がインターネットで公開されたのは令和元年１２

月１７日であり、上記のとおり法第２４２条第１項の規定により別紙事実証明書を添え、

必要な措置を請求します。併せて、請求人による意見陳述の機会を求めます。 

 ※ 請求書上、「諏訪ホーム」と表記されているが、「諏訪入ホーム」の誤りであると解

した。 
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 別紙事実証明書（第１号証～第９号証）は、省略 

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、要件を具

備しているものと認め、令和２年１２月２３日付けで本請求の受理を決定した。 

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て、令和元年度にＸ議員に交付

された政務活動費のうち、請求人が本請求において主張する、会議研修費として計上さ

れた４万４，２２６円、資料購入費として計上された１，０００円及び事務所費として

計上された３４万６，２００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。 

 法第２４２条第７項の規定により、令和３年１月２２日に請求人の陳述を聴取した。 

 請求人４名が出席し、うち３名が陳述した。追加の証拠の提出はなかった。 

  なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を

決定した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの住民監査請求に

ついて、一括して行った。 

 令和３年１月２２日に関係職員の陳述を聴取した。 

  「２ 対象所管」から、議会局総務部参事兼総務課長及び同総務課長補佐の計２名

が出席した。 

  なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を

決定した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの住民監査請求に

ついて、一括して行った。 

 「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

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
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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、使途運用指針を定め

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。 

 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。） 

 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 

 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。 

 運用の基本指針（使途運用指針「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

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
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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。 

 共通事項（使途運用指針「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」 

このうち、「領収書等について」、「交通費等旅費について」及び「年度をまたぐ

支払いについて」は、次のとおりとなっている。 

   ア 領収書等について 

(ｱ) 領収書等は、交付条例施行規則第３条第２項の規定により収支報告書及び領収

書等（以下「収支報告書等」という。）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必要がある。 

    (ｲ) 領収書等は、「領収書等貼付用紙」（参考様式第１号）に貼付し保管する。 

(ｳ) 領収書等を貼付した「領収書等貼付用紙」を集計し、それをもとに「集計表」

（参考様式第２号）及び「支出明細書」（参考様式第３号）を作成する。（「支

出明細書」は、領収書ナンバーごとに１件ずつ記載する。） 

(ｴ) 政務活動費を計上した場合の単位としての「１件」とは、支払った相手方から

の領収書等の枚数を基本とする。したがって、原則として「領収書等貼付用紙」

１枚につき領収書等を１件ずつ貼付する。 

(ｵ) 領収書等の宛名は、議員交付の場合には、「議員氏名（○○○○）」又は「会

派名及び議員氏名（○○○○さいたま市議（会議員）団 ○○○○（議員氏名））」

とする。 
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会派交付の場合には、「会派名（○○○○さいたま市議（会議員）団）」又は

「会派名及び議員氏名（○○○○さいたま市議（会議員）団 ○○○○（議員氏

名））」とする。 

(ｶ) 領収書には、宛名、日付、品名及び内訳等（単価、個数等)を明記してもらう。

領収書の形式が不十分である場合、成果物や購入した物が分かるものを保管して

おく。 

※「お品代」「会議費」「書籍代」「印刷代」等の記載では説明が不十分であ

ることから、取引内容が明確に説明できるように、宛名、日付、品名及び内訳等

を「領収書等貼付用紙」余白や別紙に補記することが必要である。 

(ｷ) レシートは、日付、内訳（品名・個数等）などの必要事項が記載されていれば

領収書と同様に扱うものとする。なお、レシートに宛名が記載されていない場合、

「領収書等貼付用紙」に宛名を記載することが必要である。 

※感熱紙のレシートは、時間が経つと印字が消えてしまう場合があるため、コ

ピーをして原本とともに保管しておくことが必要である。 

(ｸ) 領収書が発行されない場合や電子マネーによる支出等、領収書が存在しないも

のの、支出を証明する資料が存在し、かつ合理的な理由がある場合等については、

「政務活動費支払証明書」（参考様式第５号）に支出の内容を記載することで領

収書に代えることができる。 

(ｹ) ＡＴＭ（現金自動預け払い機）を利用し、振込みによる支払いを行った場合や

銀行取引での支払いは、振込明細書や通帳の写しを領収書に代わるものとして貼

付する。 

(ｺ) 費用を按分する場合は、按分表等により按分割合を算出する。 

また、各使途項目における按分割合は、「領収書等貼付用紙」の按分率に記載

する。 

(ｻ) ポイント還元サービスで付与されたポイントについては、原則として利用が認

められない。（家電量販店等、ポイント現金還元サービスを行っている店で購入

した物品を政務活動費で計上する場合、購入時にはポイントカードや会員カード

等は利用せず、現金で支払うこととする。） 

支払時にやむを得ずポイントが付与された場合は、その金額を値引き分として

現金換算し計上金額から現金換算ポイント分を差し引かなければならない。また、

保有する現金ポイントで支払う又は他の支払い手段と併用して支払った場合には、

その支出を政務活動費として計上することはできない。 

イ 交通費等旅費について（調査研究費・要請陳情活動費・広報広聴活動費・会議研修

費での計上を想定） 

(ｱ) 交通手段及び交通費（鉄道運賃、航空運賃、船賃等）については、合理性及び

経済性を考慮する。 

(ｲ) 旅費の計上に当たっては、「さいたま市職員等の旅費に関する条例」「同施行
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規則」に準じる。ただし、日当の計上はできない。 

なお、政務活動のための視察等を取りやめた場合に発生する旅費等のキャンセ

ル料については、その理由がやむを得ない場合（急病、葬祭等）には計上するこ

とができる。 

(ｳ) 国内での交通費は、公共交通機関の利用を基本とした実費に充てることになる。

また、宿泊費等は１泊１万６,５００円を上限とした実費に充てることになる。 

(ｴ) 政務活動のための視察、要請陳情活動を行った場合や、会議の開催、研修会等

に参加した場合は、目的等が分かるような「政務活動記録票」（参考様式第４号）

や概要、成果等を記載した成果書等（以下「成果書等」という。）を、作成、保

管する。 

なお、会派交付分からの計上の場合に限り、会派の所属議員が同じ会議や研修

会等に出席する場合には、各々の交通手段が異なる場合でも成果書等に一括して

記載することができる。 

(ｵ) タクシー料金は、政務活動を行う上で必要がある場合に限り、計上することが

できる。タクシーを使用する場合には以下の点に注意する。 

○ 市内での利用は、原則認められない。 

ただし、『特別な理由がある場合』に限り利用することができる。 

※特別な理由：天災、病気、けが、障害、妊娠中など 

○ 市外では『合理的な理由がある場合』に限り利用することができる。 

※合理的な理由：他の交通機関が利用できなかったり、移動時間や経費等

において第三者に説明できる理由がある。 

なお、タクシーを利用した場合には、目的、行き先、利用区間、公共交通機関

を利用しなかった理由等を、成果書等又は領収書を貼付した「領収書等貼付用紙」

の「余白」に明記する。 

(ｶ) 交通費の支払いの際にSuica等の電子マネーカードを使用した場合、実費弁償の

原則から、使用した分（運賃利用分）のみ計上することとし、チャージした入金

総額を計上することはできない。 

(ｷ) 交通費の支払いの際にSuica等の電子マネーカードを使用した場合、Suica等の

利用明細書の発行を受けなければならない。また、行き先及び目的等の内訳を記

載しなければならない。 

なお、カード利用等で領収書が発行されない場合には、支出したことが分かる

書類として、カード利用明細書の写し及び引き落としの事実が分かる通帳の写し

等を添付する。また、成果書等に行き先及び目的等の内訳を記載する必要がある。 

(ｸ) 政務活動のために自家用車を利用した場合、ガソリン代、有料道路通行料、駐

車料金等移動により生じた経費を計上することができる。 

ただし、自家用車を政務活動以外でも使用している場合は、走行距離等に基づ

いてガソリン代等を按分する。 
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注：車検代、自家用車に係る保険料、自動車税等、自家用車の維持管理や自動

車の取得又はリースに要する費用は計上できない。 

(ｹ) ETCを利用した場合は、利用区間分の料金（実費分）のみ計上することができる。 

その場合には支出したことが分かる書類として、利用明細書の写し及び引落し

の事実が分かる通帳の写し等を添付する。 

(ｺ) 本会議、委員会、全員協議会等の開催に伴う経費については、計上することは

できない。 

また、議員派遣等の議会活動に関わる経費についても、計上することはできな

い。 

   ウ 年度をまたぐ支払いについて 

さいたま市では、政務活動費の処理において、支払いをした時に計上する現金主義

を採用しているため、請求月ではなく実際の支払いをした時点で計上の処理をする。 

たとえば、口座振替などで支払われる電気料金・電話料金などについては、料金明

細や請求書の日付ではなく、支払い月（口座引き落とし月）で処理をする。 

（例外：年度末の処理に際し、３月３１日が休日の場合などでやむを得ず４月１日以

降に支払いをした場合は３月分として処理をする。） 

＊参考（会計年度との関係について） 

平成１７年５月２６日及び５月３０日の名古屋地裁での判決では、「地方自治法に

規定される会計年度独立の原則は、会派等による政務調査費の執行には当然には適用

されないものである。また、前月に費用が発生し、翌月に請求されたり支払われたり

したような場合においても、翌月分の政務調査費を充てることまで禁止するものでは

ない」旨の考え方が示されている。 

 使途に関する指針（使途運用指針「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 会議研修費 

内 容 
調査研究、要請陳情活動及び広報広聴活動に資する会議、研修会、

意見交換会等の実施及び参加に要する経費 

主 な 

計上例 

会場使用料、機材借上料、講師謝礼金、資料作成費、研修会・講演

会・意見交換会参加費（入場料、受講料、テキスト代、交通費等） 

考え方・

取扱い 

① 会議・研修会等に係る交通費及び宿泊費については、「共通事

項」を参照すること。 

② 会議・研修会等の主目的が政務活動に資するものである場合

は、必要となる経費を計上することができる。 

なお、飲食代については、如何なる理由があっても、政務活動
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費からは計上できない。 

③ 飲食を主目的とする会議・研修会、会派や議員間で行う私的な

懇談会や親睦目的の会合等に要する経費は、計上できない。 

④ 各種団体等の会費については、その団体の実態や活動内容が政

務活動に資するものであれば計上することができる。 

一方、一般の地域住民として又は経営者としてなど個人的な資

格で加入している団体（自治会、PTA、商工会等）の会費について

は、計上できない。 

⑤ 大学・セミナー・専門学校等の学費・受講料については、政務

活動に内容や成果を反映する目的がある場合には、受講に係る費

用を計上することができる。 

受講・参加する場合には、事前に議長に対し受講計画等（講義

等の概要、期間、必要経費等が分かるもの）を提出し、終了後に

は、受講の事実が分かる書類（講義資料や受講票の写し等）を作

成し、議長に対し結果を報告する。 

なお、自己研鑽が目的の場合は計上することができない。 

⑥ 会議・研修会等で使用する資料等の作成を委託した場合は、領

収書のただし書に作成したものの名称と作成部数を記入してもら

う。ただし書が不十分である場合、「領収書等貼付用紙」（参考

様式１号）の余白又は別紙に名称や作成部数を記載し、請求書や

納品書又は、内容が分かるものを保管しておく。 

また、成果物を保管しておく。 

⑦ さいたま市議会における議員連盟の会費については、解散時に

返金されるため政務活動費で計上できない。 

イ 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 

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
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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。 

ウ 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 
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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

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」
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（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。 

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。

   なお、本請求に係る内容以外は除外した。 

今回総額で言うと２，１９５万円以上、２，２００万円近く、４３人の議員について
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問題があった。 

政務活動費の領収書がインターネットで公開されることになった。今までは浦和の市

役所に平日昼間に行かないと見ることができなかった。 

会派支給分に関しては何年か前にチェックをし、住民監査請求をして、今度、東京高

裁に行くことになる。 

一人一人の使用分に関しては、現実的に、物理的に見ることができなかったが、さい

たま市議会がインターネットで公開するようになり、家でも見ることができるようにな

った。 

そうしたところ、個人使用分に関しても、合計で２，２００万円近い問題点が見つか

った。 

第三者委員会を作り、そこが勧告をして、何年か前に使途運用指針を見直したばかり

である。要するに議会の方から見直そうという声があって、第三者機関を作って、その

第三者機関がこういう風にしたらどうかと提言をして、最終的には各会派の代表者会議、

各会派が了承したうえで、確か平成２９年度に使途運用指針を見直したばかりである。 

それにもかかわらず、勝手に知らないところで直されたのならともかく、自分たちで

直しておいて、それを自分たちで守らなかった。 

今回、４３人の中で非常に多かったのは、３つくらいのパターンである。 

一つは広報広聴活動費で、印刷のチラシの部数をきちんと領収書に書いていなかった。 

印刷代、ポスティング代に関して、何を刷ったのか、その印刷物の名称、部数をはっ

きり書いていなかった。これは使途運用指針ではきちんと盛り込まれている。 

２０１７年に自民党の県議が、印刷代、ポスティング代の領収書を偽造して、１，２

４０万円の政務活動費をだまし取ったという事件があった。この問題で同県議は議員を

辞職し、全国ニュースになった。 

そのような事件を受けて、はっきりと何をどれくらい刷ったのか、金額が適正なのか、

はっきり証明できるように、領収書に発行部数や印刷部数、印刷したものの名称を明記

するようにと決め、使途運用指針を見直した訳であるが、２０人くらいの議員がそれを

守っていない。 

もう一パターンで多かったのは、按分の問題、事務所の費用である。事務所は、当然、

議員活動で使うこともあれば、政党活動、後援会活動、個人使用で使うこともある。議

員活動以外で使うとなった場合は、按分上限を５０％と決めた訳である。 

概ね、民主改革に関しては、この按分は５０％で大体守っていた。公明党は元々事務

所がない人がほとんどである。しかし、自民党の人は、一部８５％の人もいるが、ほと

んど１００％請求している。 

その人たちが事務所を議員活動だけに使っているかというと、外から見てもはっきり

している。政党のポスターを貼っており、政党活動で使っている。後援会事務所の看板

も立ててあり、後援会活動としても使っている。これは議員活動だけでなく、政党活動、

後援会活動でも使用していることが一目瞭然であるが、１００％政務活動費で、家賃や
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事務経費や光熱費を出している。 

自分たちで上限５０％と決めたにもかかわらず、自分たちでそれを守っておらず、本

当におかしい。こういったものも非常に多くあった。 

もう一つは、新聞代であり、民主党系の人は、家賃に関しては上限５０％を概ね守っ

ているが、その事務所で取っている新聞代については、１００％政務活動費となってい

る。 

事務所は政党活動でも使っているので、家賃を使途運用指針どおり５０％上限で按分

しているのはいいが、事務所で取っている新聞代は全額政務活動費になっている。新聞

代も５０％にすべきである。 

新聞を自宅で取る場合は、１紙は政務活動費で支払ってはいけない。複数取っている

場合、１紙は自費で、残りの２紙目以降は、政務活動費を使っていいとなっている。１

紙くらいは誰の家であっても新聞を取っているであろうという前提で、そのように使途

運用指針も決めている。 

しかしながら、領収書を出した議員でそれを守っているのは、民主改革の議員の一人

で、３紙新聞を取っているとしたら、３紙の領収書を出して、そのうち１紙は自費で払

っており、残りの２紙を政務活動費で、はっきりと証明している。領収書は出したけれ

ども１紙分は請求していない。 

他の人は、３紙、４紙取っていたら全部請求している。自分で１紙を自費で購入して

いる証明が全くない。一人だけはきちんとやっているので、今回監査請求をしていない。 

自宅において政務活動費で新聞を取っている他の議員は、ほぼ全員、自費で取ってい

る分を全く証明していない。自宅宛ての新聞代の領収書が全部政務活動費になっており、

使途運用指針を守っていない。１紙は自費で購入するということを、きちんと守ってい

ると証明するのであれば、自費で取っている新聞代の領収書も提出すべきである。 

議員たちが自ら数年前に第三者委員会の勧告を受けて見直した使途運用指針を自分た

ちが守っていない。監査委員からも、守っていないのは駄目であり、お金を返すべきと

勧告を出してもらいたい。それを正せないのではあれば、自宅においてインターネット

で領収書をチェックできるので、来年再来年の毎年の恒例行事になる。ここで、きちん

と監査委員から勧告を出してもらいたい。 

一般的な感覚で言えば絶対にＮＧというようなことを認めているさいたま市自体もど

うかと思うので、それも補足としたい。 

監査請求なので法律的には罰せられないのかもしれないが、時代が時代なら打首にな

るような議員が偉そうな顔をして市のことについて語っているなということを補足とし

て申し上げる。 

政務活動費は業務委託ということで、公認会計士の方がご覧になっていると思う。年

間約５００万円から６００万円で業務委託しており、年間１１０日程まで調査をすると
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いうことになっている。使途運用指針に基づき処理されているか調査を行い、必要に応

じて会派にヒアリングを実施するとなっている。きちんと内容を精査していないのでは

ないか。こういう方がきちんとやってくれれば、このようなことにならなかったのでは

ないか。 

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。 

なお、本請求に係る内容以外は除外した。 

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、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２５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条例で定めること、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項及び第５条第１項にあるように、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。 

この政務活動費の支出については、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使途運用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、使途運用指針を作成し、その後も必要
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に応じて改訂しているところである。 

加えて、使途運用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、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。 

使途運用指針は改訂を重ねているため、令和元年度支出分については、令和元年度改

訂の使途運用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、使途運用指針に基づ

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。 

請求人の主張する事項に関しては、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、対象議員に対して、

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、その結果を含め意見を述べる。 

今回の意見陳述においては、定められた時間内において全ての案件を取り扱わなけれ

ばならない事情等を鑑み、陳述における意見の詳細については、陳述「別紙資料」をも

って代えさせてもらいたい。 

監査監第１２２４号から第１２６６号まで、計４３件のさいたま市職員措置請求書が

提出されているが、このうち、３件については、関係している３名の議員から計上して

いた政務活動費の一部を返納する予定であるとの申し出があった。 

議会局及び調査機関では、領収書等の提出を受けた際に、関係書類により使途運用指

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、

議会局及び調査機関により、使途運用指針に基づき支出がなされていることを改めて確

認している。 

調査結果からも、使途運用指針に基づき適正に処理をしていると判断できることから、

請求人の使途運用指針に反しているとする主張には、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。 

  ※本請求に係る陳述「別紙資料」の要旨は、次のとおりである。 

   監査監第１２４７号、Ｘ議員の会議研修費の支出に関してであるが、請求人が主張す

る「Ｘ議員は、令和元年７月１８日と１９日に開催された研修会に参加するために、

「往路航空券代金２万１，２０８円、復路航空券代金２万１，２０８円」を支払ったと

する領収書を会議研修費として提出している。」という件については、Ｘ議員より「当

該金額を会議研修費として計上したことは事実である。」との回答を受けている。 

続いて、請求人からの「使途運用指針の「４共通事項  交通費等旅費について」に

「交通手段及び交通費（鉄道運賃、航空運賃、船賃等）については、合理性及び経済性
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を考慮します。」と規定されているが、Ｘ議員が提出した全日本空輸宛ての振込明細書

や領収書等貼付用紙には、搭乗区間の記載がなく、航空運賃の合理性や経済性が不明で

あることから、Ｘ議員が会議研修費を政務活動費から支出しているのは使途運用指針の

違反である。」との主張については、使途運用指針の７ページ「４共通事項 ⑥」にあ

るとおり、「領収書には、宛名、日付、品名及び内訳等（単価、個数等)を明記してもら

います。領収書の形式が不十分である場合、成果物や購入した物が分かるものを保管し

ておきます。※「お品代」「会議費」「書籍代」「印刷代」等の記載では説明が不十分

であることから、取引内容が明確に説明できるように、宛名、日付、品名及び内訳等を

「領収書等貼付用紙」余白や別紙に補記することが必要です。」と示されていることか

ら、必ずしも領収書や領収書等貼付用紙の余白に搭乗区間等、内訳を記入、記載するこ

とに限定されないことに加え、Ｘ議員からも、「当該振込明細書（領収書等貼付用紙）

には、搭乗区間の記載がないが、それらが確認できる成果書等を保管している。」との

回答を受けており、別紙等が具備され支出の内訳が明確な場合、請求人が主張するよう

に、振込明細書や領収書等貼付用紙の余白に搭乗区間の記入、記載がないことをもって

直ちに使途運用指針の内容に反しているとは考えていない。 

次に、Ｘ議員の資料購入費の支出に関してであるが、請求人が主張する「Ｘ議員は、

令和元年５月２４日に認定ＮＰＯ法人 水のフォルムの「平成３０年度賛助会費不足分」

として１，０００円を支払ったとする領収書を資料購入費として提出している。」とい

う件については、Ｘ議員より「当該金額を資料購入費として計上したことは事実であ

る。」との回答を受けている。 

続いて、請求人からの「使途運用指針の「４共通事項  年度をまたぐ支払いについ

て」では、「請求月ではなく実際の支払いをした時点で計上の処理をします。」と規定

しているが、例として挙げているのは口座振替の電気料金、電話料金であり、参考とし

て挙げている名古屋地裁の判決は「前月に費用が発生し、翌月に請求されたり支払わさ

れたりする場合」である。しかし、Ｘ議員が提出した領収書は前年度の「賛助会費不足

分」であり、前年度に払わなかった、あるいは払い忘れた支払いである。したがって、

「平成３０年度賛助会費不足分」の支出は使途運用指針の違反である。」との主張につ

いて、Ｘ議員に確認したところ、「当該法人より賛助会費不足分として、追加で請求が

あったことから、支出に応じたものである。」との回答を受けており、請求人が引用さ

れた名古屋地裁の判決にもある「前月に費用が発生し、翌月に請求されたり支払わされ

たりする場合である。」に該当することから、請求人の主張は理由がなくなるものと考

える。 

次に、Ｘ議員の事務所費の支出に関してであるが、請求人が主張する「Ｘ議員は、令

和元年６月２４日に「事務所の賃貸借更新手数料」として３万２，４００円を有限会社

諏訪入ホームに支払い、按分５０％として１万６，２００円を支払ったとする領収書を



- 18 - 

事務所費として提出している。」という件については、Ｘ議員より「当該金額を事務所

費として計上したことは事実である。」との回答を受けている。 

続いて、請求人からの「領収書のただし書きは「Ｘ事務所」ではなく、「小嶋事務所 

更新手数料」であり、使途運用指針の「５使途に関する指針  事務所費」の①に「事

務所を賃借する場合は、議員個人が契約者となること。」と規定されている。」との主

張について、Ｘ議員に確認したところ、「事務所は本人名義で契約されている。なお、

「小嶋事務所 更新手数料」との記載は当該事務所が入っている建物の名称に由来す

る。」との回答を受けており、請求人の主張は理由がなくなるものと考える。 

次に、Ｘ議員の会議研修費の支出に関してであるが、請求人が主張する「Ｘ議員は、

令和元年１１月７日に「秩父「荒川研修」有料道路代」復路として、練馬料金所で９５

０円、大泉料金所で８６０円、計１，８１０円を支払ったとする領収書を会議研修費と

して提出している。」という件については、Ｘ議員より「当該金額を会議研修費として

計上したことは事実である。」との回答を受けている。 

続いて、請求人からの当該支出に係る領収書等貼付用紙に、「研修後に打ち合わせが

あり、開始時間に間に合わせるために有料道路を利用」と記載されているが、研修前に

打ち合わせがあり、開始時間に間に合わせるために往路に有料道路を利用したのなら合

理性があるが、研修後に打ち合わせがあることや開始時間に間に合わせるために復路に

有料道路を利用したことには全く合理性がない。」との主張について、Ｘ議員に確認し

たところ、「研修後の打合せは私用ではなく、政務活動の一環で予定されていたものに

つき、合理性がないとは考えていない。」との回答を受けており、研修後の政務活動を

行うため、目的地まで速やかに移動しなければならかった事情を鑑みると、有料道路の

利用について、必要性、合理性を否定することは出来ないと考える。 

【事務局において、原本及び関係書類を改めて確認している。】 

４ 関係職員の陳述に対する請求人の意見 

   請求人の意見の要旨は、次のとおりである。 

なお、本請求に係る内容以外は除外した。 

３人の議員が一部のお金を返納するということで、その３人に関しては基本的に私た

ちの指摘を一部受け入れたということであり、それは非常に良いことだと思う。 

４３人中３人が、私たちの指摘がもっともだということでお金を一部返すとなった。

そういった意味からも、やはり使途運用指針から外れた使い方をしている。他の議員に

も勧告してもらいたい。使途運用指針から外れているというのは、３人だけではないと

思う。３人が返すとなったことは、私たちの指摘が全くのでたらめではないという証明

である。 

例えば、ある議員は、印刷代について領収書等貼付用紙に作成部数が記入されていな
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いことは認めているが、それが分かるような資料、具体的には請求書等を保管している

としている。領収書と請求書は全く違うものである。政務活動費は、領収書を添付する

こととなっているので、領収書の余白等に記入すべきである。 

また、新聞購読料について、読売新聞のほかに別の新聞も購読しており、２紙目から

を計上しているとあるが、１紙は何か領収書が提出されておらず、全く証明されていな

い。一人は、きちんと自費で払った領収書も添付している。 

４３人の議員からの釈明が出たが、全く反論になっていない。 

事務局において、原本及び関係書類を改めて確認しておりますとあるが、新聞関係に

ついて、自宅で購読している１紙目の領収書を確認しているという意味なのか、非常に

疑問に思った。 

 ５ 関係職員の陳述に対する監査委員の質疑 

陳述「別紙資料」において、各議員の最後に、事務局において原本及び関係書類は確

認したとあるが、確認した日付、どこで確認したか、内容等の記録はあるのかとの質問

に対し、次のとおり回答があった。 

  （参事兼総務課長回答） 

   記録は残っている。 

 ６ 法第１９９条第８項の規定による調査事項 

 法第１９９条第８項の規定により、次のとおり関係職員に対して調査を実施した。 

 なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を決定

した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの政務活動費に係る住民監

査請求について、一括した内容となっているものも含む。 

 陳述「別紙資料」において、「事務局において、原本及び関係書類を改めて確認し

ている。」とされていることについて、「確認」は、いつ、誰に、どこで、どのよう

にされたのかとの質問に対し、次のとおり回答を得た。 

   （回答） 

    議員への聴取、原本及び関係書類の確認を行った日付は、令和３年１月４日から８

日までの間、担当した事務局職員については、１名又は２名である。 

    議員への聴取、原本及び関係書類の確認は会派控室で実施した（ただし、議員への

聴取は登庁する機会を設けることができなかったため、やむを得ず、電話での聴取と

なったものを含む。）。 

    なお、原本及び関係書類の確認方法については、議員が保管している領収書や支出

を証する書類をはじめ、その支出の内容を証するものとして別紙として保管されてい

る請求書や納品書等、内容が分かるものの、いずれも原本を事務局職員が目視、突合

の方法により実施した。 
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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、会議研修費として

計上された４万４，２２６円、資料購入費として計上された１，０００円及び事務所費と

して計上された３４万６，２００円は、使途運用指針に違反して支出されたものであると

して、３９万１，４２６円をさいたま市に返還するよう、市長はＸ議員に要求することを、

監査委員が勧告することを求めた事案である。 

そのような措置を求める理由として、請求人は次のとおり主張している。 

会議研修費のうち、航空券代金について、使途運用指針「４共通事項  交通費等旅費

について」では「①交通手段及び交通費（鉄道運賃、航空運賃、船賃等）については、合

理性及び経済性を考慮します。」と規定されているが、Ｘ議員が提出した全日本空輸宛て

の振込明細書には搭乗区間の記載がなく、振込明細書を貼り付けた領収書等貼付用紙の欄

外にも搭乗区間の記載がないとし、Ｘ議員が支出した航空運賃の合理性や経済性は不明で

あると主張している。 

資料購入費については、使途運用指針「４共通事項  年度をまたぐ支払いについて」

では「請求月ではなく実際に支払いをした時点で計上の処理をします。」と規定している

が、例として挙げているのは口座振替の電気料金、電話料金であり、参考として挙げてい

る名古屋地裁の判決は、「前月に費用が発生し、翌月に請求されたり支払われたりする場

合」であるとし、Ｘ議員が提出した領収書は前年度の「賛助会費不足分」であり、前年度

に払わなかった又は払い忘れた支払いであることから、使途運用指針に違反すると主張し

ている。 

事務所費については、領収書のただし書きはＸ事務所ではなく「小嶋事務所 更新手数

料」であり、他人の名義で契約している事務所であるとし、使途運用指針「５使途に関す

る指針  事務所費」の「事務所を賃借する場合は、議員個人が契約者となること。」と

の規定に違反すると主張している。 

会議研修費のうち、有料道路代については、Ｘ議員は領収書等貼付用紙に「研修後に打

ち合わせがあり、開始時間に間に合わせるために有料道路を利用」と記載しており、研修

前に打ち合わせがあり開始時間に間に合わせるために往路に有料道路を利用したのであれ

ば合理性があるが、研修後に打ち合わせがあることや開始時間に間に合わせるために復路

に有料道路を利用したことには全く合理性がないと主張している。 

  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
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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、

使途運用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。 

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、会議研

修費として計上された４万４，２２６円、資料購入費として計上された１，０００円及び

事務所費として計上された３４万６，２００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り、

本件支出が使途運用指針に違反しているとする請求人の主張が認められるか検討を行うこ

ととする。

  まず、会議研修費のうち、航空券代金について、Ｘ議員が提出した振込明細書や領収書

等貼付用紙には搭乗区間の記載がなく、航空運賃の合理性や経済性が不明であるとの請求

人の主張に対し、関係職員は、使途運用指針において、必ずしも領収書や領収書等貼付用

紙の余白に搭乗区間等の内訳を記載することに限定されていないことに加え、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く調査結果として、Ｘ議員から「当該振込

明細書（領収書等貼付用紙）には、搭乗区間の記載がないが、それらが確認できる成果書

等を保管している。」との回答を得ており、また、事務局において、本件支出に係る原本

及び関係書類を改めて確認しているとしている。 

  使途運用指針「４共通事項  領収書等について」においては、「領収書には、宛名、

日付、品名及び内訳等（単価、個数等)を明記してもらいます。領収書の形式が不十分であ

る場合、成果物や購入した物が分かるものを保管しておきます。※「お品代」「会議費」

「書籍代」「印刷代」等の記載では説明が不十分であることから、取引内容が明確に説明

できるように、宛名、日付、品名及び内訳等を「領収書等貼付用紙」余白や別紙に補記す

ることが必要です。」と規定されており、内訳等の補記は、振込明細書や領収書等貼付用

紙の余白に限定されていない。別紙等が具備され、支出の内訳が明確な場合、使途運用指

針に違反しているとはいえないと解する。 

  本件支出については、振込明細書又は領収書等貼付用紙の余白には搭乗区間は記載され

ていないものの、別紙として確認できる成果書等が保管されていると認められる。また、

振込明細書又は領収書等貼付用紙の余白に搭乗区間の記載がないことをもって、使途運用

指針「４共通事項  交通費等旅費について」の「①交通手段及び交通費（鉄道運賃、航

空運賃、船賃等）については、合理性及び経済性を考慮します。」との規定に違反すると

はいえないと解する。 

したがって、本件支出は、使途運用指針に違反するということはできない。 
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  次に、資料購入費については、Ｘ議員が提出した領収書は前年度の「賛助会費不足分」

であり、前年度に払わなかった又は払い忘れた支払いであるとの請求人の主張に対し、関

係職員は、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く調査結果として、

Ｘ議員から「当該法人より賛助会費不足分として、追加で請求があったことから、支出に

応じたものである。」との回答を得ており、これは、平成１７年５月２６日及び５月３０

日の名古屋地裁での判決にもある「前月に費用が発生し、翌月に請求されたり支払わされ

たりする場合」に該当するとし、また、事務局において、本件支出に係る原本及び関係書

類を改めて確認しているとしている。 

  使途運用指針「４共通事項  年度をまたぐ支払いについて」においては、「さいたま

市では、政務活動費の処理において、支払いをしたときに計上する現金主義を採用してい

るため、請求月ではなく実際の支払いをした時点で計上の処理をします。」と規定されて

おり、「＊参考（会計年度との関係について）」として、「平成１７年５月２６日及び５

月３０日の名古屋地裁での判決では、「地方自治法に規定される会計年度独立の原則は、

会派等による政務調査費の執行には当然には適用されないものである。また、前月に費用

が発生し、翌月に請求されたり支払われたりしたような場合においても、翌月分の政務調

査費を充てることまで禁止するものではない」旨の考え方が示されています。」とされて

いる。 

  確かに、平成１７年５月２６日名古屋地裁判決においては、「地方自治法２０８条１項、

２項（及び２２０条３項本文）の定める会計年度独立の原則は、一定の期間を画して、普

通地方公共団体の収入と支出の均衡を図り、金銭の受払の関係を明確にするために設けら

れたものであるところ、２０８条が同法の第９章財務の章の第１節「会計年度及び会計の

区分」の冒頭に置かれており、同じ章には、第２節予算、第３節収入、第４節支出、第５

節決算、…第１０節住民による監査請求及び訴訟等が規定されていることに照らすと、同

条は、地方自治法が財政運営の健全化を強く確保すべく、種々の規制を加えている普通地

方公共団体に関するものであり、地方議会の会派のように、本質的に任意団体としての性

質を有する団体に適用ないし類推適用されるべき規定でないことは明らかである。また、

実質的に考えても、会派に対して、普通地方公共団体と同様の会計年度や会計年度独立の

原則を強制すべき必要性は何ら認められない。そうすると、地方公共団体の議会の会派等

について地方自治法２０８条１項の適用がないことはもちろん、同条項の類推適用の余地

もないといわざるを得ず」とされ、平成１７年５月３０日同地裁判決においては、前記内

容に加え、「前月に費用が発生し、翌月請求されたり支払われたような場合に翌月分の政

務調査費用を充てることまで禁止する趣旨と解することはできず」と判示されているとこ

ろであり、普通地方公共団体の採用する会計年度独立の原則が、会派や議員による政務活

動費の執行に当然に適用されるものではないと認められる。 

  本件支出は、前年度に払わなかった又は払い忘れた支払いではなく、前年度の賛助会費

不足分が翌年度に追加で請求され、請求に応じて支払いを行ったものであり、使途運用指
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針上、このような場合まで政務活動費を充てることが禁止されるものではないと解する。 

したがって、本件支出は、使途運用指針に違反するということはできない。 

  次に、事務所費については、領収書のただし書きはＸ事務所ではなく「小嶋事務所 更

新手数料」であり、他人の名義で契約している事務所であるとの請求人の主張に対し、関

係職員は、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く調査結果として、

Ｘ議員から「事務所は本人名義で契約されている。なお、「小嶋事務所 更新手数料」と

の記載は当該事務所が入っている建物の名称に由来する。」との回答を得ており、また、

事務局において、本件支出に係る原本及び関係書類を改めて確認しているとしている。 

  使途運用指針上、「事務所を賃借する場合は、議員個人が契約者となること。」と規定

されており、本件支出について、Ｘ議員は、事務所を本人名義で契約していることが認め

られる。 

  したがって、本件支出は、使途運用指針「５使途に関する指針  事務所費」の「事務

所を賃借する場合は、議員個人が契約者となること。」との規定に違反するということは

できない。 

  次に、会議研修費のうち、有料道路代については、研修前に打ち合わせがあり開始時間

に間に合わせるために往路に有料道路を利用したのであれば合理性があるが、研修後に打

ち合わせがあることや開始時間に間に合わせるために復路に有料道路を利用したことには

全く合理性がないとの請求人の主張に対し、関係職員は、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く調査結果として、Ｘ議員から「研修後の打合せは私用ではな

く、政務活動の一環で予定されていたものにつき、合理性がないとは考えていない。」と

の回答を得ており、また、事務局において、本件支出に係る原本及び関係書類を改めて確

認しているとしている。 

  使途運用指針上、「交通手段及び交通費（鉄道運賃、航空運賃、船賃等）については、

合理性及び経済性を考慮します。」と規定されており、本件支出について、研修後に行わ

れた打合せは政務活動の一環と認められ、その開始時間に間に合わせるために有料道路を

使用したことに合理性がないとはいえないと解する。 

  したがって、本件支出は、使途運用指針に違反するということはできない。 
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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、会議研修費として計上された４万

４，２２６円、資料購入費として計上された１，０００円及び事務所費として計上された

３４万６，２００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。 

なお、この監査結果を踏まえ、監査委員としての意見を以下に述べる。 

 （意見） 

  政務活動費は、市民等の貴重な税金によって賄われている。ゆえに、政務活動費は、使

途の透明性を確保し、市民に対する説明責任を果たすことが求められる。 

  本市議会においても、使途運用指針の策定をはじめ、第三者調査機関の導入のほか、収

支報告書及び領収書等のインターネットでの公開等、政務活動費の使途について透明性の

確保に努めているものと理解できる。 

  しかしながら、政務活動費の使途が使途運用指針に違反しているとの疑念を抱かれる余

地があり、事実として住民監査請求に至った事例が多数あることから、今後においては、

市民に対する説明責任を十分果たすことができる、より透明性の高い制度運用のための取

組を強く望むものである。 



さいたま市監査委員告示第３０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３年２月１９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１２月１６日付け監査監第１２４８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

監査に当たり、請求人が提出した請求書及びその事実証明書から、請求人が主張する要

旨を次のように解した。 

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

８１万７，１１３円は、政務活動費の使途運用指針（以下「使途運用指針」という。）に

違反して使用されたものです。そこで８１万７，１１３円をさいたま市に返還するよう、

清水勇人市長はＸ議員に要求することを、監査委員が勧告することを求めます。 

 １  Ｘ議員は令和２年３月１７日にただし書きに記載なしの６３万２，５００円を、３

月２７日に「ポスティング代」として９万９，０４９円を、それぞれ政務活動費の広報

広聴活動費から支出した。（第１号証） 

 使途運用指針「５使途に関する指針  広報広聴活動費」では「広報紙の発行、発送

料等の領収書には、ただし書欄に発行物若しくは発送したものの名称と作成部数を記入

してもらう。ただし書が不十分である場合、「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）の

余白又は別紙に名称や作成部数を記載し、請求書や納品書など何を作成したのか内容が

分かるものを保管しておく。」と規定されている。（第２号証） 

   しかし、Ｘ議員が提出した領収書にはいずれも発行物若しくは発送したものの名称や

作成部数は記入されておらず、「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）の余白又は別紙

にも作成部数は記載されていない。 

 したがって、 で述べたＸ議員の広報広聴活動費に関する支出は使途運用指針の違反

であり、令和元年度にＸ議員が広報広聴活動費として支出した政務活動費７３万１，５

４９円をさいたま市に返還するよう勧告することを求めます。 

 ２  Ｘ議員は令和元年度上半期に、日本経済新聞のＩＤ及びしんぶん赤旗日曜版、朝日

新聞、埼玉新聞、日本農業新聞（※１）の購読料８万２，３６５円を、資料購入費とし

て政務活動費から支出した。（第３号証） 
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同様に、令和元年度下半期に日本経済新聞のＩＤ及びしんぶん赤旗日曜版、朝日新聞、

埼玉新聞、公明新聞（※２）の購読料８万８，７６１円を、資料購入費として政務活動

費から支出した。（第４号証） 

 昨年、Ｘ議員の事務所前には自民党や自民党国会議員（※３）のポスターが掲示して

あり、「Ｘ後援会連絡所」と書かれた看板が立ててある。つまり事務所は政党活動や後

援会活動にも使用されていたことは明白である。（第５号証） 

 したがって、Ｘ議員の新聞購読料は、使途運用指針「３運用の基本指針  按分支出

の原則（※４）」による「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ります。（対外的に明確に説明できる

ことが必要です。）」に違反していることから、２分の１を上限として按分すべきであ

り、上半期は４万１，１８２円、下半期は４万４，３８０円を上限とすべきである。

（第６号証） 

 よって、令和元年度にＸ議員が政務活動費から資料購入費として支出した新聞購読料

のうち８万５，５６４円をさいたま市に返還するよう勧告することを求めます。 

令和元年度上半期の政務活動費領収書がインターネットで公開されたのは令和元年１２

月１７日であり、上記のとおり法第２４２条第１項の規定により別紙事実証明書を添え、

必要な措置を請求します。併せて、請求人による意見陳述の機会を求めます。 

 ※１ 請求書上、「日本経済新聞のＩＤ及びしんぶん赤旗日曜版、朝日新聞、埼玉新聞、

公明新聞、日本農業新聞」と表記されているが、「日本経済新聞のＩＤ及びしんぶん

赤旗日曜版、朝日新聞、埼玉新聞、日本農業新聞」の誤りであると解した。 

 ※２ 請求書上、「日本経済新聞のＩＤ及びしんぶん赤旗日曜版、朝日新聞、埼玉新聞」

と表記されているが、「日本経済新聞のＩＤ及びしんぶん赤旗日曜版、朝日新聞、埼

玉新聞、公明新聞」の誤りであると解した。 

 ※３ 請求書上、「自民故国会議員」と表記されているが、「自民党国会議員」の誤りで

あると解した。 

 ※４ 請求書上、「３運用の基本原則  按分支出の原則」と表記されているが、「３運

用の基本指針  按分支出の原則」の誤りであると解した。

 別紙事実証明書（第１号証～第６号証）は、省略 

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、要件を具

備しているものと認め、令和２年１２月２３日付けで本請求の受理を決定した。 
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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て、令和元年度にＸ議員に交付

された政務活動費のうち、請求人が本請求において主張する、広報広聴活動費として計

上された７３万１，５４９円及び資料購入費として計上された８万５，５６４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。 

 法第２４２条第７項の規定により、令和３年１月２２日に請求人の陳述を聴取した。 

 請求人４名が出席し、うち３名が陳述した。追加の証拠の提出はなかった。 

  なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を

決定した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの住民監査請求に

ついて、一括して行った。 

 令和３年１月２２日に関係職員の陳述を聴取した。 

  「２ 対象所管」から、議会局総務部参事兼総務課長及び同総務課長補佐の計２名

が出席した。 

  なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を

決定した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの住民監査請求に

ついて、一括して行った。 

 「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

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、使途運用指針を定め

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。 

 交付対象（交付条例第２条） 

ア 会派 
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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。） 

 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 

 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。 

 運用の基本指針（使途運用指針「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

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
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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。 

 共通事項（使途運用指針「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」 

このうち、「領収書等について」は、次のとおりとなっている。 

   ア 領収書等について 

(ｱ) 領収書等は、交付条例施行規則第３条第２項の規定により収支報告書及び領収

書等（以下「収支報告書等」という。）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必要がある。 

    (ｲ) 領収書等は、「領収書等貼付用紙」（参考様式第１号）に貼付し保管する。 

(ｳ) 領収書等を貼付した「領収書等貼付用紙」を集計し、それをもとに「集計表」

（参考様式第２号）及び「支出明細書」（参考様式第３号）を作成する。（「支

出明細書」は、領収書ナンバーごとに１件ずつ記載する。） 

(ｴ) 政務活動費を計上した場合の単位としての「１件」とは、支払った相手方から

の領収書等の枚数を基本とする。したがって、原則として「領収書等貼付用紙」

１枚につき領収書等を１件ずつ貼付する。 

(ｵ) 領収書等の宛名は、議員交付の場合には、「議員氏名（○○○○）」又は「会

派名及び議員氏名（○○○○さいたま市議（会議員）団 ○○○○（議員氏名））」

とする。 

会派交付の場合には、「会派名（○○○○さいたま市議（会議員）団）」又は

「会派名及び議員氏名（○○○○さいたま市議（会議員）団 ○○○○（議員氏

名））」とする。 

(ｶ) 領収書には、宛名、日付、品名及び内訳等（単価、個数等)を明記してもらう。

領収書の形式が不十分である場合、成果物や購入した物が分かるものを保管して

おく。 

※「お品代」「会議費」「書籍代」「印刷代」等の記載では説明が不十分であ

ることから、取引内容が明確に説明できるように、宛名、日付、品名及び内訳等
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を「領収書等貼付用紙」余白や別紙に補記することが必要である。 

(ｷ) レシートは、日付、内訳（品名・個数等）などの必要事項が記載されていれば

領収書と同様に扱うものとする。なお、レシートに宛名が記載されていない場合、

「領収書等貼付用紙」に宛名を記載することが必要である。 

※感熱紙のレシートは、時間が経つと印字が消えてしまう場合があるため、コ

ピーをして原本とともに保管しておくことが必要である。 

(ｸ) 領収書が発行されない場合や電子マネーによる支出等、領収書が存在しないも

のの、支出を証明する資料が存在し、かつ合理的な理由がある場合等については、

「政務活動費支払証明書」（参考様式第５号）に支出の内容を記載することで領

収書に代えることができる。 

(ｹ) ＡＴＭ（現金自動預け払い機）を利用し、振込みによる支払いを行った場合や

銀行取引での支払いは、振込明細書や通帳の写しを領収書に代わるものとして貼

付する。 

(ｺ) 費用を按分する場合は、按分表等により按分割合を算出する。 

また、各使途項目における按分割合は、「領収書等貼付用紙」の按分率に記載

する。 

(ｻ) ポイント還元サービスで付与されたポイントについては、原則として利用が認

められない。（家電量販店等、ポイント現金還元サービスを行っている店で購入

した物品を政務活動費で計上する場合、購入時にはポイントカードや会員カード

等は利用せず、現金で支払うこととする。） 

支払時にやむを得ずポイントが付与された場合は、その金額を値引き分として

現金換算し計上金額から現金換算ポイント分を差し引かなければならない。また、

保有する現金ポイントで支払う又は他の支払い手段と併用して支払った場合には、

その支出を政務活動費として計上することはできない。 

 使途に関する指針（使途運用指針「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 広報広聴活動費 

内 容 

議会活動、市政に関する政策、調査研究、要請陳情活動等を市民に

周知する広報活動並びに市民からの要望、意見等を聴取するための

広聴活動に要する経費 

主 な 

計上例 

広報紙の印刷費、作成委託費、ホームページ作成・維持管理費、発

送料、配付手数料、写真現像・焼付け代等、広報広聴活動に伴う交

通費、会場使用料、機材借上料、駐車場料金 
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考え方・

取扱い 

① 広報広聴活動に係る交通費については、「共通事項」を参照す

ること。 

② 広報紙には、発行元としてさいたま市議会名、会派名又は議員

名及び連絡先を記載する。 

③ 広報紙の作成やホームページの運営が、会派及び議員の政務活

動（議会活動及び市の政策等を市民に報告する場合や市民の意見

を議会活動に反映することを含む）を目的としている場合には、

作成や維持管理等に係る経費を政務活動費で計上することができ

る。 

なお、後援会活動及び政党活動等の記述や議員の経歴など議員

個人に関する記述がある場合には、合計した掲載面積の割合等で

按分する必要がある。（明確に区分できない場合も按分する必要

がある。） 

④ 広報紙の掲載内容に会派の活動に関する記述と議員個人の活動

に関する記述が混在する場合は、掲載面積の割合等で按分し、会

派の活動に関する掲載費用は会派交付分から、また、議員個人の

活動に関する掲載費用は議員交付分から計上する。ただし全額会

派交付となっている場合は、この限りでない。 

なお、広報紙の掲載内容に国会議員や他の地方自治体議員に関

する記事が掲載されている場合は、その議員のアピールと誤解を

招くおそれがあるため、按分の判断は慎重に行う。 

＊平成２４年３月２７日和歌山地裁の判決より 

和歌山市議会の会派及び議員が行う議会活動や政策等の広報活動

に要する費用を和歌山県から交付される政務調査費の広報費から支

出することは出来ないと解される。 

⑤ 広報紙やホームページには、「他会派(議員)の一般質問の内

容」及び「定例会の議案」等の記述を掲載することができる。た

だし、誹謗中傷等の内容については、政務活動費から計上できな

い。 

⑥ 政党の宣伝活動に供するポスター、パンフレット等や、後援会

の広報紙、ビラ等の作成、印刷及び発送などに要する費用は、計

上できない。 

⑦ 郵便を利用する場合には、原則として、料金別納郵便又は料金

後納郵便を利用することとし、「領収書等貼付用紙」（参考様式

１号）の余白又は別紙に用途を記載する。また、やむを得ず切手

やはがきを購入する場合には、必要枚数のみを購入するものと

し、「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）の余白又は別紙に用

途を記載したうえで、「切手等整理簿」（参考様式１０号）を作



- 8 - 

成する。 

＊参考 

切手等には換金性があり、大量に購入し保有する行為が資金を

留保しているとの見方をされるおそれがある。また、政務活動費

の支出における「実費弁償の原則」の観点からも、このような行

為は不適切であると考えられる。 

⑧ 名刺印刷・作成代は、政務活動費から計上できない。（交際費

的な経費との区分が困難なため） 

⑨ 広報紙の発行、発送料等の領収書には、ただし書欄に発行物若

しくは発送したものの名称と作成部数を記入してもらう。ただし

書が不十分である場合、「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）

の余白又は別紙に名称や作成部数を記載し、請求書や納品書など

何を作成したのか内容が分かるものを保管しておく。なお、成果

物も保管しておく。 

⑩ 広報広聴活動に係る交通費については、行き先、目的等を「領

収書等貼付用紙」（参考様式第１号）の余白又は別紙に記載する

こと。 

⑪ 一般の業者が発行したフリーペーパー等に掲載した記事が、会

派及び議員の政務活動（議会活動及び市の政策等を市民に報告す

る場合や市民の意見を議会活動に反映することを含む）を目的と

している場合には、その掲載費用は政務活動費で計上することが

できる。 

＜参考＞ 

平成２９年に個人情報保護法が改正されました。名簿などの個人情

報を取り扱う場合、その保有・利用・提供は法令を遵守する必要が

あります。 

イ 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 

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。 
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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。 

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。

   なお、本請求に係る内容以外は除外した。 
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今回総額で言うと２，１９５万円以上、２，２００万円近く、４３人の議員について

問題があった。 

政務活動費の領収書がインターネットで公開されることになった。今までは浦和の市

役所に平日昼間に行かないと見ることができなかった。 

会派支給分に関しては何年か前にチェックをし、住民監査請求をして、今度、東京高

裁に行くことになる。 

一人一人の使用分に関しては、現実的に、物理的に見ることができなかったが、さい

たま市議会がインターネットで公開するようになり、家でも見ることができるようにな

った。 

そうしたところ、個人使用分に関しても、合計で２，２００万円近い問題点が見つか

った。 

第三者委員会を作り、そこが勧告をして、何年か前に使途運用指針を見直したばかり

である。要するに議会の方から見直そうという声があって、第三者機関を作って、その

第三者機関がこういう風にしたらどうかと提言をして、最終的には各会派の代表者会議、

各会派が了承したうえで、確か平成２９年度に使途運用指針を見直したばかりである。 

それにもかかわらず、勝手に知らないところで直されたのならともかく、自分たちで

直しておいて、それを自分たちで守らなかった。 

今回、４３人の中で非常に多かったのは、３つくらいのパターンである。 

一つは広報広聴活動費で、印刷のチラシの部数をきちんと領収書に書いていなかった。 

印刷代、ポスティング代に関して、何を刷ったのか、その印刷物の名称、部数をはっ

きり書いていなかった。これは使途運用指針ではきちんと盛り込まれている。 

２０１７年に自民党の県議が、印刷代、ポスティング代の領収書を偽造して、１，２

４０万円の政務活動費をだまし取ったという事件があった。この問題で同県議は議員を

辞職し、全国ニュースになった。 

そのような事件を受けて、はっきりと何をどれくらい刷ったのか、金額が適正なのか、

はっきり証明できるように、領収書に発行部数や印刷部数、印刷したものの名称を明記

するようにと決め、使途運用指針を見直した訳であるが、２０人くらいの議員がそれを

守っていない。 

もう一パターンで多かったのは、按分の問題、事務所の費用である。事務所は、当然、

議員活動で使うこともあれば、政党活動、後援会活動、個人使用で使うこともある。議

員活動以外で使うとなった場合は、按分上限を５０％と決めた訳である。 

概ね、民主改革に関しては、この按分は５０％で大体守っていた。公明党は元々事務

所がない人がほとんどである。しかし、自民党の人は、一部８５％の人もいるが、ほと

んど１００％請求している。 

その人たちが事務所を議員活動だけに使っているかというと、外から見てもはっきり

している。政党のポスターを貼っており、政党活動で使っている。後援会事務所の看板

も立ててあり、後援会活動としても使っている。これは議員活動だけでなく、政党活動、
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後援会活動でも使用していることが一目瞭然であるが、１００％政務活動費で、家賃や

事務経費や光熱費を出している。 

自分たちで上限５０％と決めたにもかかわらず、自分たちでそれを守っておらず、本

当におかしい。こういったものも非常に多くあった。 

もう一つは、新聞代であり、民主党系の人は、家賃に関しては上限５０％を概ね守っ

ているが、その事務所で取っている新聞代については、１００％政務活動費となってい

る。 

事務所は政党活動でも使っているので、家賃を使途運用指針どおり５０％上限で按分

しているのはいいが、事務所で取っている新聞代は全額政務活動費になっている。新聞

代も５０％にすべきである。 

新聞を自宅で取る場合は、１紙は政務活動費で支払ってはいけない。複数取っている

場合、１紙は自費で、残りの２紙目以降は、政務活動費を使っていいとなっている。１

紙くらいは誰の家であっても新聞を取っているであろうという前提で、そのように使途

運用指針も決めている。 

しかしながら、領収書を出した議員でそれを守っているのは、民主改革の議員の一人

で、３紙新聞を取っているとしたら、３紙の領収書を出して、そのうち１紙は自費で払

っており、残りの２紙を政務活動費で、はっきりと証明している。領収書は出したけれ

ども１紙分は請求していない。 

他の人は、３紙、４紙取っていたら全部請求している。自分で１紙を自費で購入して

いる証明が全くない。一人だけはきちんとやっているので、今回監査請求をしていない。 

自宅において政務活動費で新聞を取っている他の議員は、ほぼ全員、自費で取ってい

る分を全く証明していない。自宅宛ての新聞代の領収書が全部政務活動費になっており、

使途運用指針を守っていない。１紙は自費で購入するということを、きちんと守ってい

ると証明するのであれば、自費で取っている新聞代の領収書も提出すべきである。 

議員たちが自ら数年前に第三者委員会の勧告を受けて見直した使途運用指針を自分た

ちが守っていない。監査委員からも、守っていないのは駄目であり、お金を返すべきと

勧告を出してもらいたい。それを正せないのではあれば、自宅においてインターネット

で領収書をチェックできるので、来年再来年の毎年の恒例行事になる。ここで、きちん

と監査委員から勧告を出してもらいたい。 

一般的な感覚で言えば絶対にＮＧというようなことを認めているさいたま市自体もど

うかと思うので、それも補足としたい。 

監査請求なので法律的には罰せられないのかもしれないが、時代が時代なら打首にな

るような議員が偉そうな顔をして市のことについて語っているなということを補足とし

て申し上げる。 

政務活動費は業務委託ということで、公認会計士の方がご覧になっていると思う。年
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間約５００万円から６００万円で業務委託しており、年間１１０日程まで調査をすると

いうことになっている。使途運用指針に基づき処理されているか調査を行い、必要に応

じて会派にヒアリングを実施するとなっている。きちんと内容を精査していないのでは

ないか。こういう方がきちんとやってくれれば、このようなことにならなかったのでは

ないか。 

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。 

なお、本請求に係る内容以外は除外した。 

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、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２５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条例で定めること、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項及び第５条第１項にあるように、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。 

この政務活動費の支出については、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使途運用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
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を制定、また、その使途をより明確にするため、使途運用指針を作成し、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、使途運用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、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。 

使途運用指針は改訂を重ねているため、令和元年度支出分については、令和元年度改

訂の使途運用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、使途運用指針に基づ

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。 

請求人の主張する事項に関しては、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、対象議員に対して、

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、その結果を含め意見を述べる。 

今回の意見陳述においては、定められた時間内において全ての案件を取り扱わなけれ

ばならない事情等を鑑み、陳述における意見の詳細については、陳述「別紙資料」をも

って代えさせてもらいたい。 

監査監第１２２４号から第１２６６号まで、計４３件のさいたま市職員措置請求書が

提出されているが、このうち、３件については、関係している３名の議員から計上して

いた政務活動費の一部を返納する予定であるとの申し出があった。 

議会局及び調査機関では、領収書等の提出を受けた際に、関係書類により使途運用指

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、

議会局及び調査機関により、使途運用指針に基づき支出がなされていることを改めて確

認している。 

調査結果からも、使途運用指針に基づき適正に処理をしていると判断できることから、

請求人の使途運用指針に反しているとする主張には、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。 

  ※本請求に係る陳述「別紙資料」の要旨は、次のとおりである。 

   監査監第１２４８号、Ｘ議員の広報広聴活動費の支出に関してであるが、請求人が主

張する「Ｘ議員は、令和２年３月１７日に「ただし書きに記載のないもの」６３万２，

５００円、３月２７日に「ポスティング代」として９万９，０４９円を支払ったとする

領収書を広報広聴活動費として提出している。」という件については、Ｘ議員より「当

該金額を広報広聴活動費として計上したことは事実である。」との回答を受けている。 

続いて、請求人からの「使途運用指針の「５使途に関する指針  広報広聴活動費」
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に「広報紙の発行、発送料等の領収書には、ただし書欄に発行物若しくは発送したもの

の名称と作成部数を記入してもらう。ただし書が不十分である場合、「領収書等貼付用

紙」（参考様式１号）の余白又は別紙に名称や作成部数を記載し、請求書や納品書など

何を作成したのか内容が分かるものを保管しておく。なお、成果物も保管しておく。」

と規定されている。しかし、Ｘ議員が提出した領収書には、いずれも発行物若しくは発

送したものの名称や作成部数は記入されておらず、「領収書等貼付用紙」の余白又は別

紙にも作成部数は記載されていない。したがって、Ｘ議員の広報広聴活動費に関する支

出は使途運用指針の違反である。」との主張について、Ｘ議員に確認したところ、「当

該領収書（領収書等貼付用紙）には、発行物、発送したものの名称、作成部数が記入

（記載）されていないが、別紙として確認できる請求書等を保管している。」との回答

を受けている。 

また、使途運用指針の１８ページ⑨にあるとおり、「ただし書が不十分である場合、

「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）の余白又は別紙に名称や作成部数を記載し、請

求書や納品書など何を作成したのか内容が分かるものを保管しておく。」と使途運用指

針に示されており、必ずしも領収書や領収書等貼付用紙の余白に記入、記載することに

限定されないことから、別紙等が具備され支出の内訳が明確な場合、請求人が主張する

ように、領収書や領収書等貼付用紙の余白に発行物、発送したものの名称、作成部数の

記入、記載がないことをもって直ちに使途運用指針の内容に反しているとは考えていな

い。 

次に、Ｘ議員の資料購入費の支出に関してであるが、請求人が主張する「Ｘ議員は、

令和元年度上期に「日本経済新聞ＩＤ、しんぶん赤旗日曜版、朝日新聞、埼玉新聞、日

本農業新聞の購読料」として計８万２，３６５円、令和元年度下期に「日本経済新聞Ｉ

Ｄ、しんぶん赤旗日曜版、朝日新聞、埼玉新聞、公明新聞の購読料」として計８万８，

７６１円を支払ったとする領収書を資料購入費として提出している。」という件につい

ては、Ｘ議員より「当該金額を資料購入費として計上したことは事実である。」との回

答を受けている。 

続いて、請求人からの「昨年、Ｘ議員の事務所前には自民党や自民党国会議員のポス

ターが掲示してあり、「Ｘ後援会連絡所」と書かれた看板が立ててあり、事務所は政党

活動や後援会活動にも使用されていたことは明白である。使途運用指針の「３運用の基

本指針  按分支出の原則」による「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ります。（対外的に明確に

説明できることが必要です。）」に違反している。」との主張について、Ｘ議員に確認

したところ、「ポスターの掲示や看板を立てていることは事実であるが、指摘のポスタ

ーが掲示されたり、看板が立ててあるのは、自宅や事務所がある敷地のフェンスである

（事務所スペースは分かれている。）。なお、事務所は政党活動や後援会活動には使用

していない。また、これらをもってして政党活動や後援会活動に該当するとは考えてい
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ない。」との回答のほか、「当該新聞については、個人が政務活動にのみ使用している

ことに加え、誤解を招くおそれがないよう、２紙目からを政務活動費に計上している。」

との回答も受けている。ついては、同じ事務所内で利用されるものであっても、その実

態に応じて費用を按分すべきものと解すべきであり、当該新聞購読料に係る支出に対し

ても、一概に按分を適用すべきものだとは考えていない。 

【事務局において、原本及び関係書類を改めて確認している。】 

４ 関係職員の陳述に対する請求人の意見 

   請求人の意見の要旨は、次のとおりである。 

   なお、本請求に係る内容以外は除外した。 

３人の議員が一部のお金を返納するということで、その３人に関しては基本的に私た

ちの指摘を一部受け入れたということであり、それは非常に良いことだと思う。 

４３人中３人が、私たちの指摘がもっともだということでお金を一部返すとなった。

そういった意味からも、やはり使途運用指針から外れた使い方をしている。他の議員に

も勧告してもらいたい。使途運用指針から外れているというのは、３人だけではないと

思う。３人が返すとなったことは、私たちの指摘が全くのでたらめではないという証明

である。 

例えば、ある議員は、印刷代について領収書等貼付用紙に作成部数が記入されていな

いことは認めているが、それが分かるような資料、具体的には請求書等を保管している

としている。領収書と請求書は全く違うものである。政務活動費は、領収書を添付する

こととなっているので、領収書の余白等に記入すべきである。 

また、新聞購読料について、読売新聞のほかに別の新聞も購読しており、２紙目から

を計上しているとあるが、１紙は何か領収書が提出されておらず、全く証明されていな

い。一人は、きちんと自費で払った領収書も添付している。 

４３人の議員からの釈明が出たが、全く反論になっていない。 

事務局において、原本及び関係書類を改めて確認しておりますとあるが、新聞関係に

ついて、自宅で購読している１紙目の領収書を確認しているという意味なのか、非常に

疑問に思った。 

５ 関係職員の陳述に対する監査委員の質疑 

陳述「別紙資料」において、各議員の最後に、事務局において原本及び関係書類は確

認したとあるが、確認した日付、どこで確認したか、内容等の記録はあるのかとの質問

に対し、次のとおり回答があった。 

  （参事兼総務課長回答） 

   記録は残っている。 
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６ 法第１９９条第８項の規定による調査事項 

 法第１９９条第８項の規定により、次のとおり関係職員に対して調査を実施した。 

 なお、令和２年１２月１６日付けで受け付け、令和２年１２月２３日付けで受理を決定

した監査監第１２２４号から１２６６号までの同一請求人からの政務活動費に係る住民監

査請求について、一括した内容となっているものも含む。 

 陳述「別紙資料」において、「事務局において、原本及び関係書類を改めて確認し

ている。」とされていることについて、「確認」は、いつ、誰に、どこで、どのよう

にされたのかとの質問に対し、次のとおり回答を得た。 

   （回答） 

    議員への聴取、原本及び関係書類の確認を行った日付は、令和３年１月４日から８

日までの間、担当した事務局職員については、１名又は２名である。 

    議員への聴取、原本及び関係書類の確認は会派控室で実施した（ただし、議員への

聴取は登庁する機会を設けることができなかったため、やむを得ず、電話での聴取と

なったものを含む。）。 

    なお、原本及び関係書類の確認方法については、議員が保管している領収書や支出

を証する書類をはじめ、その支出の内容を証するものとして別紙として保管されてい

る請求書や納品書等、内容が分かるものの、いずれも原本を事務局職員が目視、突合

の方法により実施した。 

 名称、部数が記載されていないことについて、部数等を記載した別紙は保管されて

いるか。保管されているのであれば、どこに保管されているのかとの質問に対し、次

のとおり回答を得た。 

   （回答） 

 議員が保管している。保管場所については、主に会派控室となっているが、個人で

管理、保管しているケースもある。 

 領収書等貼付用紙の余白又は別紙に名称や作成部数を記載することについて、使途

運用指針「５使途に関する指針  広報広聴活動費 ⑨」の記載「ただし書が不十分

である場合、「領収書等貼付用紙」（参考様式第１号）の余白又は別紙に名称や作成

部数を記載し、請求書や納品書など何を作成したのか内容が分かるものを保管してお

く。」とは、どのように解釈するのかとの質問に対し、次のとおり回答を得た。 

   （回答） 

 使途運用指針にあるとおり、必ずしも「領収書」や「領収書等貼付用紙」の余白に

記入、記載することに限定されないことから、別紙等が具備され支出の内訳が明確な

場合、請求人が主張するように、「領収書」や「領収書等貼付用紙」の余白に作成部

数や発行物の名称の記入、記載がないことをもって直ちに使途運用指針の内容に反し

ているとは考えていない。 

  の回答を受け、「必ずしも「領収書」や「領収書等貼付用紙」の余白に記入、記
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載することに限定されない」について、どのように運用しているのかとの質問に対し、

次のとおり回答を得た。 

 （回答） 

  会派又は議員が広報紙に係る支出に限らず、領収書等、支出を証する書類を提出す

る際、ただし書が不十分である場合や「領収書等貼付用紙」の余白に詳細が記されて

いない場合、別紙として、請求書や納品書、又は内容が分かるものを併せて提出させ

ることによって、事務局に加え、第三者機関においても、交付条例及び使途運用指針

に基づき適正な支出、事務処理が行われていることを確認しているところである。 

しかしながら、これら請求書等については、交付条例及び使途運用指針に定められ

た提出書類ではなく、確認書類であり、議員自身が作成、保管するものとなっている

こと、併せて、公開の対象となっている書類は、交付条例及び「さいたま市議会政務

活動費の収支報告書等の閲覧に関する規程」において、領収書その他の当該支出の事

実を証する書類の写しと定められていることや職員等において確認がされていること

からも、請求書等については公開対象とされてはいない。 

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、広報広聴活動費と

して計上された７３万１，５４９円及び資料購入費として計上された８万５，５６４円は、

使途運用指針に違反して支出されたものであるとして、８１万７，１１３円をさいたま市

に返還するよう、市長はＸ議員に要求することを、監査委員が勧告することを求めた事案

である。 

そのような措置を求める理由として、請求人は次のとおり主張している。 

広報広聴活動費について、Ｘ議員が提出した領収書にはいずれも発行物若しくは発送し

たものの名称や作成部数は記入されておらず、領収書等貼付用紙の余白又は別紙にも作成

部数は記載されていないとし、使途運用指針「５使途に関する指針  広報広聴活動費」

の「広報紙の発行、発送料等の領収書には、ただし書欄に発行物若しくは発送したものの

名称と作成部数を記入してもらう。ただし書が不十分である場合、「領収書等貼付用紙」

（参考様式１号）の余白又は別紙に名称や作成部数を記載し、請求書や納品書など何を作

成したのか内容が分かるものを保管しておく。」との規定に違反すると主張している。 

資料購入費については、昨年（２０１９年）、Ｘ議員の事務所前には自民党や自民党国

会議員のポスターが掲示され、「Ｘ後援会連絡所」と書かれた看板が立ててあり、事務所

は政党活動や後援会活動にも使用されていたことは明白であるとし、使途運用指針「３運

用の基本指針  按分支出の原則」の「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ります。（対外的に明確に説
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明できることが必要です。）」との規定に違反していることから、２分の１を上限として

按分すべきであると主張している。 

  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、

使途運用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。 

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、広報広

聴活動費として計上された７３万１，５４９円及び資料購入費として計上された８万５，

５６４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り、本件支出が使途運用指針に違反し

ているとする請求人の主張が認められるか検討を行うこととする。

まず、広報広聴活動費について、Ｘ議員が提出した領収書にはいずれも発行物若しくは発

送したものの名称や作成部数は記入されておらず、領収書等貼付用紙の余白又は別紙にも

作成部数は記載されていないとの請求人の主張に対し、関係職員は、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く調査結果として、Ｘ議員から「当該領収書（領収

書等貼付用紙）には、発行物、発送したものの名称、作成部数が記入（記載）されていな

いが、別紙として確認できる請求書等を保管している。」との回答を得ており、また、使

途運用指針において、必ずしも領収書や領収書等貼付用紙の余白に記入、記載することに

限定されないとしている。さらに、事務局において、本件支出に係る原本及び関係書類を

改めて確認しているとしている。 

使途運用指針「５使途に関する指針  広報広聴活動費」においては、「ただし書が不十

分である場合、「領収書等貼付用紙」（参考様式１号）の余白又は別紙に名称や作成部数

を記載し、請求書や納品書など何を作成したのか内容が分かるものを保管しておく。」と

規定されており、発行物又は発送したものの名称や作成部数の記載は、必ずしも領収書又

は領収書等貼付用紙の余白に限定されていない。別紙等が具備され、支出の内訳が明確な

場合には、直ちに使途運用指針に違反しているとまではいえないと解する。 

本件については、領収書又は領収書等貼付用紙の余白には発行物又は発送したものの名称

や作成部数は記載されていないものの、別紙として確認できる請求書等が保管されている

と認めることができる。 
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したがって、本件支出は、使途運用指針「５使途に関する指針  広報広聴活動費」の規

定に違反するということはできない。 

次に、資料購入費については、昨年（２０１９年）、Ｘ議員の事務所前には自民党や自民

党国会議員のポスターが掲示され、「Ｘ後援会連絡所」と書かれた看板が立ててあり、事

務所は政党活動や後援会活動にも使用されていたことは明白であるとの請求人の主張に対

し、関係職員は、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く調査結果と

して、Ｘ議員から「ポスターの掲示や看板を立てていることは事実であるが、指摘のポス

ターが掲示されたり、看板が立ててあるのは、自宅や事務所がある敷地のフェンスである

（事務所スペースは分かれている。）。なお、事務所は政党活動や後援会活動には使用し

ていない。」、「当該新聞については、個人が政務活動にのみ使用していることに加え、

誤解を招くおそれがないよう、２紙目からを政務活動費に計上している。」との回答を得

ているとしている。また、事務局において、本件支出に係る原本及び関係書類を改めて確

認しているとしている。 

請求人が違反すると主張する使途運用指針「３運用の基本指針  按分支出の原則」後段

においては確かに、「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ります。（対外的に明確に説明できることが必

要です。）」と規定されているが、その前提となる前段において、「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

ることは困難です。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、活動の実態に応じて費用を按分することになり

ます。」と規定されている。 

また、政党に関係するポスターの掲示のみをもって、直ちに政党活動に当たると判断する

ことはできないと解する。 

本件については、ポスターが掲示され、看板が立ててあるのは、自宅や事務所がある敷地

のフェンスで、事務所スペースは分かれ、事務所は政党活動や後援会活動には使用してお

らず、また、新聞についても個人が政務活動にのみ使用していると認められることから、

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

る場合に当たるとまではいえないと解する。 

したがって、本件支出は、使途運用指針「３運用の基本指針  按分支出の原則」の規定

に違反するということはできない。 



- 20 - 

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、広報広聴活動費として計上された

７３万１，５４９円及び資料購入費として計上された８万５，５６４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。 

なお、この監査結果を踏まえ、監査委員としての意見を以下に述べる。 

 （意見） 

  政務活動費は、市民等の貴重な税金によって賄われている。ゆえに、政務活動費は、使

途の透明性を確保し、市民に対する説明責任を果たすことが求められる。 

  本市議会においても、使途運用指針の策定をはじめ、第三者調査機関の導入のほか、収

支報告書及び領収書等のインターネットでの公開等、政務活動費の使途について透明性の

確保に努めているものと理解できる。 

  しかしながら、政務活動費の使途が使途運用指針に違反しているとの疑念を抱かれる余

地があり、事実として住民監査請求に至った事例が多数あることから、今後においては、

市民に対する説明責任を十分果たすことができる、より透明性の高い制度運用のための取

組を強く望むものである。 


