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第１ 監査の請求

１ 請求人

（省略）

２ 請求書の提出

平成22年３月16日付けの請求書が郵送され，３月18日に収受した。

３ 請求の内容

請求人提出の旭川市職員措置請求書（以下「措置請求書」という。）の内容は，次のと

おりである。

（１）請求の要旨（原文のまま）

第１ 請求の趣旨

請求人は、旭川市長及び旭川市職員について、違法・不当な財務会計行為及び職務怠

慢が認められるので、旭川市監査委員に対し、地方自治法第２４２条第１項の規定に基

づいて、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する。

第２ 請求原因

１ 政務調査費として支出された費用

旭川市議会の会派である市民クラブは、平成２０年度の政務調査費として、下記の

とおりカメラ購入費を支出した。

記

（支出年月日） （支出額） （支出目的）（担当議員）

（１）平成２０年 ５月 ９日 ３９，３８０円 資料作成用 安田佳正（第１号証）

（２） 同年 同月１０日 ５９，６１０円 記録用 安田佳正（第２号証）

（３） 同年１０月 ７日 ９５，０００円 記録用 鎌田 勲（第３号証）

（４） 同年１１月 ９日 １９，８００円 調査記録用 須藤洋史（第４号証）

２ 支出の違法性

上記カメラ購入費はいずれも事務費という支出項目で支出したものであるところ、

事務費とは調査研究活動のために必要な事務に要する経費であって備品購入費も含ま

れるが（旭川市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則６条及び同別表）、政務

調査費で購入する備品とは取得価格が２万円以上かつ耐用年数が３年以上の物品であ

り原則として会派控え室で使用するものに限られている（旭川市議会政務調査費執行

の手引－Ⅱ使途基準に係る項目別運用指針）。

支出票に記載された支出目的からみて購入したカメラは会派控え室で使用するもの

ではないから、政務調査費で購入できる備品にあたらない。それゆえ、カメラの購入

費用を事務費として支出することはできないというべきである。

したがって、市民クラブがカメラ購入費を政務調査費として支出することは、使途

基準に従った政務調査費の使用ではないから、旭川市議会政務調査費の交付に関する
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条例８条に反し違法である。

３ 支出の不当性

（１）通常カメラは会派控え室以外の場所で使用されるものであるから、議員がカメ

ラを外部に持ち出した場合に調査研究活動以外のプライベートで使用したとして

も、その事実を把握することは極めて困難である。また、カメラは機種ごとにボ

タン操作などの取扱い方法が微妙に異なり使い慣れる必要があることから、共同

して使用することを前提とすること及び会派所有とすることには適さない性質の

機器である。

このような性格ないし性質を有するカメラの購入費用を議員の調査研究活動に

必要な経費として支出すべき政務調査費とすることは不適切である。

（２）領収証（第１号証及び２号証）によれば、安田佳正議員は平成２０年５月９日、

１０日にそれぞれカメラを購入しているが、調査研究活動のために同時に２台の

カメラが必要だとは考えられない。

また、２通の領収証の店番３４４との記載から、これらの領収証はヤマダ電機

のテックランド旭川大雪通店が発行したものと認められるが、５月１０日の領収

証（以下「領収証２」という）には、５月９日の領収証（以下「領収証１」とい

う）と比較すると不自然な点がある。すなわち、第１に、領収証２の受注日は

「２００８．１１．１９」となっているのに受注したカメラ代金の入金日は

「２００８年５月１０日」となっており、受注日と入金日との間に矛盾がある。

第２に、領収証１及び２は、５月９日とその翌日の１０日に同じ店舗の同じレジ

で発行されたものであるにもかかわらず、下記のとおり伝票番号と領収証ナンバ

ーの間に開きがある。これらの事実から、領収証２は、領収証１が発行された日

の翌日に発行されたものではない可能性がある。

記

（伝票番号） （領収証№）

領収証１ ００９５８７ Ｕ２０２７４２

領収証２ ００９６６６ Ｖ２４４３９９

（３）市民クラブは、鎌田勲、杉山允孝、須藤洋史、安田佳正の各議員４名で構成さ

れている。この構成員４名の会派において、平成２０年度に４台のカメラが購入

されている。

市民感覚でいえば、４名程度の会派であれば、会派の所有するカメラは１台あ

れば十分である。すなわち、政務調査費で購入したカメラが会派所有であり、共

用することができるものであることから考えると、議員１人に１台のカメラは必

要ではない。また、議員１人に１台のカメラが必要なほど各議員の調査研究活動

が重複するものとも考えられない。

したがって、４名の議員で構成される市民クラブが一年度のうちに４台のカメ

ラを購入し、その費用を政務調査費として支出する必要性はない。

（４）上記（１）ないし（３）に鑑みると、市民クラブがカメラ購入にかかる費用を

政務調査費として支出することは妥当性を欠くものであり、不当である。
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４ 違法・不当な財務会計行為及び職務怠慢

（１）違法・不当な財務会計行為

政務調査費は、地方自治法２３２条の２に基づく補助金として、旭川市から旭

川市議会の会派に所属する議員の員数に応じて各会派に交付されているものであ

るが、各年度終了後に各会派より決算書等が提出され、支出されなかった分及び

違法・不当な支出分の返還によって、その交付額が確定するものである。

したがって、違法・不当な支出であるにもかかわらず会派から返還を受けてい

ない部分については、違法・不当な公金の支出にあたるというべきである。

前述のように、会派である市民クラブが事務費として支出したカメラ購入費用

は、違法・不当な支出であって、かつ市民クラブから返還を受けていないもので

あるから、旭川市長及び担当職員による違法または不当な公金の支出にあたる。

（２）職務怠慢

旭川市長及び議会事務局庶務課担当職員は、政務調査費が適正に支出されてい

るかどうかを確認することを目的として政務調査費に関する決算書、会計帳簿、

領収書など書類の提出を受け、これらを検査する権限を有している（旭川市議会

政務調査費の交付に関する条例１０条４項）。そして、検査の結果、使途基準に

従っていない支出については返還を求める権限がある（旭川市議会政務調査費執

行の手引－Ⅲ政務調査費の会計処理）。

カメラが備品にあたらず事務費として支出できないことは、支出票に記載され

た支出項目と支出内容を比較すれば容易に判断することが可能な形式的判断であ

る。また、カメラ購入費を例外的に事務費にできるかどうかという判断は実質的

判断であって、市長及び担当職員は実質的判断のための資料等の提出を会派に対

し求めることができるが、このような資料は支出票に添付されておらず、旭川市

長及び担当職員が実質的判断を行った形跡はない。

このような事実に鑑みれば、旭川市長及び担当職員は、カメラ購入費について

上記形式的判断及び実質的判断をしていないものといわざるをえない。すなわち、

旭川市長及び担当職員は政務調査費の支出内容について検査権限を有していなが

ら、これを行使しておらず、結果的に、使途基準に従っていない政務調査費とし

ての支出について返還を求める権限を行使していない。

したがって、旭川市長及び担当職員には、違法・不当に財産の管理を怠る事実

がある。

５ 監査委員に求める行為

以上から、請求人は、旭川市監査委員に対し、監査を求め、旭川市長及び担当職員

の違法・不当な公金の支出及び違法・不当に財産の管理を怠る事実によって旭川市が

こうむった損害について、責任を有する旭川市長及び担当職員に対し旭川市が補填を

求めるよう勧告するなど損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求する。

また、違法・不当な公金支出を防止するために必要な措置及び違法・不当に財産管理

を怠る事実を改めるために必要な措置を講ずるよう請求するものである。
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第３ 事実を証する書面

１ 第１号証（平成２０年５月９日の支出票及び領収証のコピー）

２ 第２号証（平成２０年５月１０日の支出票及び領収証のコピー）

３ 第３号証（平成２０年１０月７日の支出票及び領収証のコピー）

４ 第４号証（平成２０年１１月９日の支出票及び領収証のコピー）

上記第３事実を証する書面については，請求人から提出されているが，本監査結果

では添付を省略する。

第２ 監査の実施

１ 監査委員の除斥及び請求の受理

平成22年３月25日に監査委員会議を開催し，請求の要旨及び監査委員の除斥について協

議した結果，本件住民監査請求については地方自治法（以下「法」という。）第199条の

２の規定により，議会選出監査委員である安口了監査委員及び佐々木邦男監査委員を除斥

して監査を行うことを確認し，その後，三浦賢一監査委員と中島孝志監査委員が要件審査

を行い，これを受理した。

なお，三浦賢一監査委員の退任に伴い，平成22年４月１日からは後任の武田滋監査委員

が監査を実施した。

２ 監査対象事項

監査の実施に当たって，措置請求書に記載された事項及び事実を証する書面を勘案し，

監査対象事項は平成20年度の次の政務調査費とした。

（１）市民クラブに係る支出

ア 事務費のうち４台のカメラ購入代４件，合計213,790円

３ 監査対象部局

監査対象部局を議会事務局とし，関係書類の提出を求めた。

４ 請求人の証拠の提出及び陳述

法第242条第６項の規定に基づく陳述の機会については平成22年３月30日付けで書面に

より請求人から必要としない旨の申出があったとともに，証拠の提出については平成22年

３月31日に口頭により請求人から必要としない旨の申出があったため実施しなかった。

５ 関係職員の陳述

平成22年４月７日に，議会事務局長及び担当者から陳述を受けるとともに，資料の提出

を求めた。
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６ 関係人の調査

監査対象事項に係る所属会派の会長などに対し，法第199条第８項の規定に基づき，関

係資料の提出を求め，平成22年４月９日に面接による調査を行うとともに，文書照会を行

った。

第３ 監査の結果

１ 事実関係の確認

監査対象事項について，関係する条例又は規則等との照合，関係書類等の調査，関係職

員の陳述及び関係人調査を実施した結果，次の事項を確認した。

（１）政務調査費の概要

政務調査費は，法第100条第13項（現行第14項）では「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，政務調査費を交付することができる。この場合において，当該政務

調査費の交付の対象，額及び交付の方法は，条例で定めなければならない。」と，同条

第14項（現行第15項）では「政務調査費の交付を受けた会派又は議員は，条例の定める

ところにより，当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとす

る。」と規定されていることから，本市においては，これらの規定に基づき旭川市議会

政務調査費の交付に関する条例（以下「条例」という。）が制定されているほか，条例

の施行に関し旭川市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則（以下「規則」とい

う。）が制定され，ともに平成13年４月から施行されている。

政務調査費の額については，条例で会派（所属議員が１人の会派を含む。）の所属議

員数に１月当たり80,000円を乗じて得た額とすること，４月及び10月にそれぞれ６月分

を交付すること，交付申請及び交付請求については会派の代表者が議長を経由して市長

に提出することを定めている。

政務調査費の使途については，条例において規則で定める基準に従って使用すること

を定め，規則において調査研究に資するために必要な経費の使途基準を定めている。ま

た，政務調査費の使途基準の適正な執行の参考とするため，平成20年度旭川市議会政務

調査費執行の手引（以下「手引」という。）を策定している。

政務調査費の決算については，条例で交付を受けた会派の代表者が規則で定める決算

書を経理責任者に作成させ，当該年度の翌年度の４月30日までに議長に提出しなければ

ならないこと，議長は決算書の提出があったときはその写しを市長に送付することを定

めている。

（２）本件住民監査請求に係る市民クラブに対する平成20年度政務調査費の交付額について

市長は，本件住民監査請求に係る市民クラブから，平成20年度政務調査費として，４

月交付分については，４月１日に議長を経由して交付申請書の提出を受け，同日交付を

決定し，４月10日に６月分192万円を，また，10月交付分として10月１日に議長を経由

して交付申請書の提出を受け，同日交付を決定し，10月９日に６月分192万円をそれぞ
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れ交付した。

（３）市民クラブの政務調査費決算報告について

市民クラブは，議長に対し，平成21年４月30日に平成20年度政務調査費の決算書を提

出し，議長は同年５月29日にその写しを市長に送付した。

（４）監査によって確認した事実

ア 関係職員の陳述について

（ア）カメラの購入は，政務調査費として調査研究活動のために必要な事務に関する経

費に該当するものと判断され，取得価格20,000円（税抜）以上かつ耐用年数が３年

以上の要件を満たせば備品にあたることとしていた。

（イ）手引では，政務調査費で購入できる備品は原則として会派控室で使用するものに

限ると記載しているものの，例外的に会派控室以外で使用するものがあることを容

認していた。

（ウ）購入したカメラが備品に該当する場合には，会派が備品台帳を作成し保管してい

るが，議会事務局では購入した年度の決算書等の審査において職員が備品台帳を確

認しているものの，その写しは保存されていなかった。

（エ）本市議会では常任委員会を含めて常設の委員会が５つあるほか，調査特別委員会

も設置されており，市民クラブの４名の議員はそれぞれの委員会に所属して活動し

ているので，各議員が別々の委員会で視察に行ったり，調査したりすることは十分

考えられるとのことであった。

（オ）手引では，会派の備品を一時的に自宅で使用する場合には会派の代表者の承認を

受けるとともに，備品台帳に使用期間を記載することになっているが，カメラは自

宅ではなく戸外で使用するのが主であり，自宅での使用には当てはまらないという

ことで運用がなされていた。

イ 関係人の調査について

（ア）購入したカメラは，会派控室ではなく専ら視察等の調査研究活動に使用しており，

公私の区分をするため会派所属議員全員が私的な撮影は個人所有のカメラを使用し

ているとのことであった。

（イ）購入した４台のカメラのうち１台は会派で共用し，残りの３台は各議員が日常持

ち歩いていていることから一人一台のカメラが割り当たっており，また，視察は議

会閉会時に集中し時期が重なってしまうことから，実際に４名の議員が同時期にそ

れぞれカメラを使用するケースもあるとのことであった。

（ウ）安田議員が２台のカメラを購入しているが，１台は会派で共用するため，もう１

台は専ら安田議員が使用するために購入したとのことであった。

（エ）５月10日に購入したカメラの領収証の入金日と受注日の日付が一致していないこ

とについては，購入店舗からレシートが発行されたものの，手引に定められた支出

票に領収証を添付するにあたり，レシートではなく領収証とするため，11月19日に

購入店舗に依頼し発行された領収証であった。
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（オ）政務調査費でカメラの購入ができるかについて，議会事務局に対象となることを

確認した上でカメラを購入していた。

ウ 現物確認について

（ア）監査対象である政務調査費で購入した４台のカメラについては，全て現物を支出

票及び保証書と照合することにより確認し，そのうち備品に該当する３台について

は備品台帳が作成されていた。

２ 判断

事実関係の確認等に基づき，本件住民監査請求について次のとおり判断する。

本件住民監査請求におけるカメラに係る政務調査費の支出について，違法又は不当な支

出に該当する事実は認められない。

したがって，本件請求に係る請求人の主張には理由がないので棄却する。

以下，その理由について述べる。

（１）カメラは会派控室で使用するものではないので政務調査費で購入できる備品にあたら

ず，使途基準に従った支出ではないため違法であるとの主張について

手引では政務調査費で購入する備品とは原則として会派控室で使用するものに限ると

記載されているが，例外を一切認めない趣旨とは解されない。また，カメラは政務調査

活動に必要なものと認められ，例外的に会派控室以外で使用する備品として容認するこ

とは条例及び規則の規定に反するものではなく，政務調査活動が会派控室以外で行われ

るケースが多いことを考慮すれば，妥当性を欠いた運用とは認められない。

よって，請求人の主張を認めることはできない。

（２）カメラの性格ないし性質から，その購入費用を政務調査費で支出することは不当であ

るとの主張について

請求人はカメラが調査研究活動以外のプライベートで使用されたとしても，その事実

を把握することは極めて困難なものであると述べているが，そのことのみをもって会派

所属議員が私的に使用したと推測することはできないとともに，私的に使用した事実も

確認できなかったところである。

また，請求人はカメラの機種によって取扱方法が微妙に異なり使い慣れる必要があり，

共同して使用すること及び会派所有とすることには適さないとも述べているが，実際に

は共同で使用する又はしないのどちらか一方に限定されるものではなく，資料写真や記

録保存のための使用であれば，会派所有のカメラを複数の議員が共用することは一般的

に可能であるものと考えられ，否定できるものではない。

よって，請求人の主張を認めることはできない。
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（３）安田議員が５月９日と５月10日に購入した２台のカメラが同時に必要ではないこと，

及び５月10日の領収証に不自然な点があることから不当であるとの主張について

この２台のカメラについては，１（４）監査によって確認した事実のイ（ウ）のとお

りであり，安田議員が同時に２台のカメラを使用するために購入したものではないと認

められる。

また，１（４）監査によって確認した事実のイ（エ）のとおり，５月10日の領収証に

ついては５月９日の翌日に発行されたものではないことは判明したが，関係人の一連の

説明内容は合理的であり，不自然な点は認められない。

よって，請求人の主張を認めることはできない。

（４）４名の議員で構成される市民クラブが同一年度に４台のカメラを購入し，その費用を

政務調査費で支出することは不当であるとの主張について

手引では備品等の数量について具体的な規定がなく，結果として会派の裁量に委ねら

れているが，一方で政務調査費を無制約に使用することが許されないことも当然の理で

ある。政務調査費で所属議員数と同数のカメラを購入したことについては，確認した使

用実態からすると会派の調査研究活動に必要な数量と考えられ，会派の裁量を逸脱して

いるとはいえない。

また，裁判においても，「会派所属の議員が，それぞれ個別に調査研究活動をした場

合に各人とも写真を撮る必要が生じることも考えられるから，会派がその所属する議員

の人数分のデジタルカメラを購入したとしても，それだけでは，議員による私物の購入

と認めることはできない。」〔平成17年５月26日名古屋地裁判決〕と判示されていると

ころである。

よって，請求人の主張を認めることはできない。

（５）市長及び担当職員に財産の管理を怠る事実があるとの主張について

上記（１）から（４）までに示したとおり，請求人が主張する違法又は不当な支出の

事実は認められなかったことから，市長及び担当職員が財産の管理を怠る事実もない。

よって，請求人の主張を認めることはできない。
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第４ 意見

監査の結果は以上のとおりであるが，関係職員の陳述等を踏まえ，市長に対し，次の意

見を付すものとする。

１ 例外的に会派控室以外で使用する備品については手引に明示されていないことから，

政務調査費で支出できる具体的な物品名を手引に例示するとともに，自宅で使用する場

合の取扱いと同じように備品台帳に使用者等を記載するなど，手引の見直しを検討され

たい。

２ 手引では備品を購入した時は備品台帳に必要な事項を記載して簿冊として管理するこ

ととされているが，この規定は会派に対するものであり，議会事務局では決算の検査等

で購入年度の台帳作成を確認しているものの，その写しが保管されることになっておら

ず，過去に各会派が購入したもので現存する備品の把握ができる状況になっていないこ

とから，備品の廃棄時や議員の改選等による引継時の取扱いも含め，所有及び管理の状

況が把握できる事務処理方法を検討されたい。
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（参考資料）

○ 旭川市議会政務調査費の交付に関する条例（平成20年４月１日現在）

（趣旨）
第１条 この条例は，地方自治法（昭和22年法律第67号）第100条第13項及び第14項の規定

に基づき，旭川市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として，議会におけ
る会派に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

（交付対象）
第２条 政務調査費は，会派（所属議員が１人の会派を含む。以下同じ。）に対し交付する。
２ 新たに会派が結成された場合において，当該会派が政務調査費の交付を受けようとする

ときは，当該会派の代表者は，規則で定める会派届を議長を経由して市長に提出しなけれ
ばならない。届け出た事項に変更が生じたときも，同様とする。

（交付月）
第３条 政務調査費は，毎年度４月及び10月にそれぞれ６月分を交付する。
２ 前項の規定にかかわらず，議員の任期満了による一般選挙が行われる年度の政務調査費

で４月に交付するとされているものについては，同月に１月分を，議員の任期満了による
一般選挙後新たに結成された会派から最初の交付申請のあった月に当該交付申請のあっ
た月以降の月数分を交付する。

（交付申請）
第４条 政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者は，前条第１項に規定する交付月

の初日に規則で定める申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。ただし，
交付月の初日が日曜日に当たるときはその翌日とし，交付月の初日が土曜日に当たるとき
はその翌々日とする。

２ 議員の任期満了による一般選挙後新たに結成された会派の代表者は，政務調査費の交付
を受けようとするときは，前項の規定にかかわらず，速やかに，前項の申請書を議長を経
由して市長に提出しなければならない。

（交付決定）
第５条 市長は，前条の規定による申請書の提出があったときは，交付額を決定し，規則で

定める通知書を議長を経由して当該申請書を提出した会派の代表者に送付するものとする。
（交付請求）
第６条 会派の代表者は，前条の通知書の送付があったときは，規則で定める請求書を議長

を経由して市長に提出しなければならない。
（交付額）
第７条 １会派１月当たりの政務調査費の額は，第３条第１項に規定する交付月の初日又は

第４条第２項に規定する申請書の提出の日における当該会派の所属議員数に80,000円を
乗じて得た額とする。

２ 政務調査費の交付を受けた月から次の交付月までの間において，前項の所属議員数に異
動がある場合及び新たに会派が結成された場合における政務調査費の交付額については，
当該異動がないものとして取り扱うものとする。

（使途基準）
第８条 会派は，政務調査費を規則で定める基準に従って使用するものとし，市政に関する

調査研究に資するために必要な経費以外のものに充ててはならない。
（経理責任者）
第９条 会派は，政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。
２ 前項の経理責任者は，政務調査費の支出について会計帳簿を調製するとともに，領

収書等の証拠書類（以下「領収書等」という。）を整理しなければならない。
３ 会計帳簿及び領収書等は，政務調査費の支出を行った日の属する年度の末日の翌日から

起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。
（決算）
第10条 政務調査費の交付を受けた会派の代表者は，規則で定める決算書を経理責任者に作

成させ，当該年度の翌年度の４月30日までに議長に提出しなければならない。
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２ 議員の任期満了による一般選挙が行われる年度の４月に交付を受けた政務調査費に係
る決算書の作成及び当該決算書の議長への提出は，議員の任期の満了の日の翌日から
起算して30日以内に行わなければならない。

３ 前２項の決算書には，会計帳簿及び領収書等の写しを添付しなければならない。
４ 議長は，第１項及び第２項の決算書の提出があったときは，その写しを市長に送付する

ものとする。
（会派の解散に伴う手続）
第11条 会派を解散したときは，当該会派の代表者であった者は，規則で定める会派解散届

に，交付を受けた政務調査費に係る決算書並びに会計帳簿及び領収書等の写しを添付して，
会派を解散した日の翌日から起算して30日以内に，これを議長に提出しなければならない。

２ 議長は，前項の会派解散届の提出があったときは，当該解散届に，同項の決算書の写し
を添付して，これを市長に送付するものとする。

（政務調査費の返還）
第12条 会派の代表者は，決算の結果政務調査費に残余金が生じたとき，又は前条に規定す

る場合において政務調査費に残余金が生じたときは，当該残余金を返還しなければならな
い。

（委任）
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。

附 則
この条例は，平成13年４月１日から施行する。

附 則（平成14年４月15日条例第32号）
この条例は，公布の日から施行し，改正後の旭川市議会政務調査費の交付に関する条例

（中略）の規定は，平成14年４月１日から適用する。
附 則（平成18年３月24日条例第30号）

（施行期日）
１ この条例は，平成18年４月１日から施行する。

（経過措置）
２ この条例による改正後の旭川市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は，平成18年

度に交付する政務調査費から適用し，平成17年度までに交付した政務調査費については，
なお従前の例による。
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○ 旭川市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則（抜粋）

（趣旨）
第１条 この規則は，旭川市議会政務調査費の交付に関する条例（平成13年旭川市条例第２

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
（会派届）
第２条 条例第２条第２項の規則で定める会派届は，会派（結成・変更）届（様式第１号）

とする。
（交付申請書）
第３条 条例第４条第１項の規則で定める申請書は，政務調査費交付申請書（様式第２号）

とする。
（交付決定通知書）
第４条 条例第５条の規則で定める通知書は，政務調査費交付決定通知書（様式第３号）と

する。
（交付請求書）
第５条 条例第６条の規則で定める請求書は，政務調査費交付請求書（様式第４号）とする。
（使途基準）
第６条 条例第８条の規則で定める基準は，別表左欄に掲げる項目の区分に応じ同表右欄に

掲げるとおりとする。
（決算書）
第７条 条例第10条第１項の規則で定める決算書は，政務調査費決算書（様式第５号）とす

る。
（会派解散届）
第８条 条例第11条第１項の規則で定める会派解散届は，会派解散届（様式第６号）とする。
（委任）
第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。

別表（第６条関係）

項目 内容
研究会若しくは研修会等の開催に要する経費又は他の団体の開催する

研究研修費 研究会若しくは研修会等に参加するために要する経費（会場費，講師謝
礼，出席者負担金，会費，交通費，旅費，宿泊費等）

調査旅費
調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

（交通費，旅費，宿泊費等）

資料作成費
調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

（印刷製本代，翻訳料等）

資料購入費
調査研究活動のために必要な図書，雑誌，新聞，資料等の購入に要す

る経費

広報費
調査研究活動，議会活動等について住民に報告し，宣伝するために要

する経費（広報紙発行費，報告書印刷費，茶菓子代等）

広聴費
住民からの市政等に対する要望及び意見を吸収するための会議等に要

する経費（会場費，印刷費，茶菓子代等）

事務費
調査研究活動のために必要な事務に要する経費（人件費，通信運搬

費，備品購入費，リース代，消耗品費等）
その他の経費 上記以外の経費で調査研究活動に要する経費



- 13 -

○ 旭川市議会政務調査費執行の手引（平成20年４月）（抜粋）

Ⅰ 政務調査費の使途基準

１ 政務調査費の性格
政務調査費は，地方自治法第100条第13項・第14項，旭川市議会政務調査費の交付に

関する条例（以下「条例」という。）及び旭川市議会政務調査費の交付に関する条例施
行規則（以下「施行規則」という。）に基づき，旭川市議会議員の調査研究活動に必要
な経費の一部として，議会における会派に対して交付されるものです。

したがいまして，交付された政務調査費を市政に関する調査研究活動以外の経費に充
てたり，議員の個人的な活動に使うことはできません。

（中略）
３ 政務調査費として支出できない経費（参考事例）

政務調査費として支出できない経費の参考事例は次のとおりです。

項目 参考事例
交際費的な経費 ・香典，祝金，土産品等に要する経費

・祝賀会，結婚式，記念式典等の出席に要する経費
・餞別，見舞い（病気，災害等）等に要する経費
・祝電・弔電，レタックス等の発送に要する経費
・年賀状の購入，印刷及び発送等に要する経費
・各種パーティー会券購入に要する経費

寄附，贈与的な経費 ・各種団体等に対する寄附，協賛金，賛助金，協力費等の経費
・政治資金規正法による規定する政経セミナー（政治資金パー

ティー）会券購入に要する経費
政党活動的な経費 ・政党党費，政党大会への出席に要する経費

・政党活動，政党支部活動に要する経費
・政党の広報紙，パンフレット，ビラ等の印刷及び発送等に要

する経費
個人活動的な経費 ・選挙運動，政治活動に要する経費

・後援会活動に要する経費
・後援会が発行する広報紙，パンフレット，ビラ等の印刷及び

発送等に要する経費
・後援会主催の「市政報告会」等の開催に要する経費

その他 ・個人の立場で加入している団体の年会費及び会費
（例～町内会費，同窓会費，県人会費，奉仕団体会費，趣味の

色彩の濃い団体の会費等）
・活動総体が調査研究活動と関わりが希薄な団体の年会費
（例～○○後援会費，○○振興会費，○○商工会費等）
・飲食を主目的とする会合に出席するときの会費
（例～懇親会，祝賀会，記念式典等）

ただし，総会出席に伴う会合は除く。
・居酒屋，スナック等酒類の提供を主とする会場で開かれる会

合に出席するときの会費
・観光，レクリエーション，私的な旅行等に要する経費
・調査研究活動と関わりが希薄，もしくは趣味の色彩の濃い資

料購入代
（例～スポーツ新聞代，文庫本，英会話教材等）
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Ⅱ 使途基準に係る項目別運用指針

７ 事務費

（１）支出手続きについて
ア （省略）
イ （省略）
ウ 政務調査費で購入する備品とは，取得価格20,000円（税抜）以上で，かつ耐用年

数が３年以上の物品をいい，原則として会派控室で使用するものに限る。
エ 備品等の取得に際しては，所有権の関わりから，できる限り会派名でリース契約

を行うことが望ましい。もしくは備品を個人で購入し，会派との間でリース契約を
結んでリース料を支出することも考えられる。

オ 備品を購入した時は，備品台帳（別様式10）に備品番号，品名，規格，購入年月
日，購入金額等の必要な事項を記載して，簿冊として管理する。

カ 会派の備品を一時的に所属議員が自宅で使用する場合は，会派の代表者の承認を
受けるとともに備品台帳(別様式10）に使用期間を記載する。

キ 使用可能な状況にある備品を処分する際は，議会事務局に預ける。
（中略）

Ⅲ 政務調査費の会計処理
１ 会計帳簿，領収書等の整理保存
（１）会計帳簿，領収書等の整理保存

会派の経理責任者は，政務調査費の支出について会計帳簿を調製するとともに，領
収書等の証拠書類を整理し，会計帳簿及び領収書等の証拠書類は，政務調査費の支出
を行った日の属する年度の末日の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなけ
ればならないとされています。（条例第９条第２項・第３項）

したがって，会派が解散等により消滅した場合であっても，保存を義務付けられて
いる経理責任者が，保存期間が経過するまで会計帳簿及び証拠書類等を保存しなけれ
ばなりません。

（中略）
２ 会計処理上の留意事項
（１）政務調査費専用の銀行口座の使用

政務調査費は各会派の指定する口座に振込まれることから，各会派では政務調査費
専用の口座を設ける必要があります。また，経理の透明性を確保する観点から，同専
用口座に政務調査費以外の収支を混在させることは避けてください。

（２）領収書の徴収
政務調査費を支出する際は，支払先から必ず領収書を徴収してください。領収書の

ないものについては，支出することができません（旅費の一部を除く。）。
ただし，口座振替等で領収書が発行されない場合等は，その支出内訳を証する書類

を添付し，会派代表者の確認による支出証明により対応願います。
（３）債務確定後の速やかな精算

政務調査費は，債務確定後速やかに各支出票を用い支出の事務処理，精算をしてく
ださい（概ね１月以内に精算する。）。

なお，概算払で旅費を所属議員に事前支給するときは，支出票（市外旅費用）（別
様式３）により支出し，受領した議員は，用務終了後速やかに精算してください。

（中略）
３ 政務調査費の決算及び返還
（１）政務調査費の決算事務

政務調査費に係る決算については，条例第10条及び第11条の規定により，決算書に
会計帳簿及び領収書等の証拠書類の写しを添えて，当該年度終了日等の基準日から30
日以内に提出することとなっておりますので速やかに決算事務を行ってください。な
お，上記の決算書は，旭川市から交付を受けた政務調査費（元金）の収支について作
成してください。
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（２）政務調査費の返還
会派の代表者は，政務調査費に残余金が生じたとき，当該残余金を返還しなければ

ならない（条例第12条）と規定されておりますので，決算書に基づき速やかな事務処
理をお願いいたします。

なお，決算書に添付された領収書等の写しの内容から，使途基準に従っていないと
判断される支出につきましても，返還の対象となりますので留意ください。

４ 議会事務局による検査実施
政務調査費のより適正な支出手続きを確認するため，年度中間期及び決算書を提出さ

れる際には，事務局で書類等の検査を実施しますので，会計帳簿や領収書等の関係書類
を持参してください。

（以下略）


