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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30日付けの請求書が郵送され，３月31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

旭川市議会会派である公正クラブは、平成２０年度の政務調査費において福居秀

雄議員の調査旅費として市内旅費を支出しているが、その中には次の１から３にお

いて述べるとおり、違法・不当な支出が含まれている。

１ 駐車場料金

福居議員が平成２０年４月２２日支払った駐車料金３３００円に基づいて、調査

旅費（駐車料金）として支出された１６５０円は、使途基準（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、単に「施行規則」という）６条及び別表）

に従った政務調査費の使用ではないから、違法である。

市内旅費内訳書の４月２２日部分の用務内容の記載（第１号証の２）及び駐車場

が発行した領収書（第１号証の３）からすると、同議員は平成２０年４月２１日２

０時０３分市内駐車場に自家用自動車を駐車し、翌２２日早朝６時３６分同駐車場

を出て、現地視察・調査のため豊岡・緑が丘・西神楽市内に出かけたため、調査旅

費として駐車場料金を請求したものと認められる。

しかし、調査旅費は調査研究のために必要な現地視察及び調査のための費用であ

るから、駐車場料金を調査旅費として支出できるのは、視察・調査のために自家用

自動車で出張した場合に現地で駐車場を利用するときにかかる駐車料金に限られる

べきである。したがって、現地視察・調査の前夜、市内駐車場に自家用自動車を駐

車し、翌日同駐車場から現地視察・調査に出発したとしても、その駐車料金は調査

旅費にあたらないというべきである。

また、駐車場への入場時間及び出場時間、駐車場の場所が飲食街にある３条７丁

目のセブンビルの駐車場であることから、飲酒飲食のため同駐車場を利用したこと
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が強く疑われ、調査日の前夜からなされた自家用自動車の駐車と現地視察・調査と

の関連性は低いものと認められる。

以上から、前記駐車料金は調査旅費にはあたらず、これ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ないから、施行規則に反し違法で

ある。

２ 自家用車の車賃

福居議員の自家用自動車による経費の支出は下記のとおりであるが、いずれも距

離清算方式（Ａ方法）により算出されており、後述する（１）から（３）の理由か

ら、その支出は不当である。

なお、下記において、走行距離はＡ方法により費用を算出する場合に基準となる

自家用車の走行距離を、日数は福居議員が調査のため出張した日数を各月分ごとに

示したものである。なお、６月分の車賃、走行距離及び日数を不明としたのは、情

報公開による調査の際、金銭出納簿から支出額は２５，６０４円と判明したが、そ

の根拠及び内容を示す支出票等をみつけることができなかったためである。

記

（車賃） （走行距離） （日数）

（ア）平成２０年 ４月分 ２０，５７２円 １１１２㎞ ２０日（第１号証の２）

（イ） 同年 ５月分 １９，１２９円 １０３５㎞ ２０日（第２号証の２）

（ウ） 同年 ６月分 （不明） （不明） （不明）

（エ） 同年 ７月分 １９，７５８円 １０６８㎞ ２０日（第３号証の２）

（オ） 同年 ８月分 ２０，３５０円 １１００㎞ ２０日（第４号証の２）

（カ） 同年 ９月分 ２２，７９２円 １２３２㎞ ２０日（第５号証の２）

（キ） 同年１０月分 ２１，１２７円 １１４２㎞ １９日（第６号証の２）

（ク） 同年１１月分 １８，４６３円 ９９９㎞ １９日（第７号証の２）

（ケ） 同年１２月分 １５，２４４円 ８２５㎞ １８日（第８号証の２）

（コ）平成２１年 １月分 １７，１６８円 ９２８㎞ ２０日（第９号証の２）

（サ） 同年 ２月分 １５，６８８円 ８４８㎞ １９日（第１０号証の２）

（シ） 同年 ３月分 １４，４３０円 ７８１㎞ １７日（第１１号証の２）

（１） 旭川市議会議員が政務調査費として自家用自動車使用による市内旅費について請

求する場合、距離精算方式（Ａ方法）とガソリン代精算方式（Ｂ方法）を任意に選

択することができるが（使途基準に係る項目別運用指針（以下、単に「運用指針」

という））、平成１９年９月３日に提起された政務調査費に関する住民監査請求に

基づき行われた個別外部監査において、Ａ方法を廃止し、Ｂ方法に統一すべきであ

る、との個別外部監査人の意見が出されている（平成１９年１１月に提出された個

別外部監査の結果に関する報告書４９頁）。また、旭川市監査委員も、この個別外

部監査人の意見に同調し、具体的に検討するよう指摘している（平成１９年１１月

２８日付け旭川市職員措置請求に係る監査結果７頁）。

このような個別外部監査人及び旭川市監査委員の意見にもかかわらず、西川将人

旭川市長は、平成２０年度における自家用自動車使用による経費の支出方法の見直
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しをしなかった。このため、平成２０年度においても引き続き、Ａ方法による支出

がなされたものである。

Ａ方法において車賃は走行距離キロメートル数の２分の１に３７円の基準単価を

乗じて算出されるのであるが、支出を客観的に証明できる範囲に限定していないこ

と、上限額を設けていないことなどの点で政務調査費の目的外支出を効果的に防止

することができないものである。

したがって、Ａ方法に基づく上記車賃を政務調査費として支出することは不当で

ある。

（２） また、上記個別外部監査人の意見として、Ａ方法において１キロメートル３７円

を基準としている点について、ガソリン代の実勢価格の範囲内の金額に設定すべき

であるとの意見が出されており、旭川市監査委員も同様の指摘をしているが、平成

２０年度も引き続き３７円を基準として支出されている。

この点についても、政務調査費が実費弁償を前提とするものであることに鑑みる

と、ガソリン代の実勢価格を超える支出は不当である。

（３） 上記の福居議員の支出を具体的にみると、福居議員は、１ヶ月のうち２０日前後

にわたり調査研究活動のために必要な先進地調査・現地調査を行っており、その用

務先・経過地は１日に３カ所から４カ所にわたっている（自家用自動車を使用して

調査活動を行ったと同じ日にタクシーを使用して調査活動に出かける場合もあり、

その場合は用務先がさらに増えることになる）。そして、１ヶ月の走行距離は、１

０００キロメートル前後ある。

他の会派における調査旅費における市内旅費の支出状況をみても、福居議員のよ

うな支出がなされている例はなく、また、福居議員のように調査日数、用務先・経

過地の個所、走行距離が多い例はまれであって、このような先進地調査・現地調査

活動及びその支出額は極めて異様で突出しているものであると言わざるを得ない。

このような場合においては、走行距離の２分の１を基準に支出するという按分割

合を用いていても目的外支出を防止することは困難であるから、当該支出は不当で

ある。

３ タクシー料金

（１） 福居議員のタクシー利用による調査旅費の支出は下記のとおりである。

記

（申請額） （利用回数）

（ア）平成２０年 ４月分 １，２６５円 ３回（第１号証の４）

（イ） 同年 ５月分 ４３５円 １回（第２号証の３）

（ウ） 同年 ６月分 （不明） （不明）

（エ） 同年 ７月分 ７９０円 ２回（第３号証の３）

（オ） 同年 ８月分 １，６２０円 ４回（第４号証の３）

（カ） 同年 ９月分 ７５０円 ２回（第５号証の３）

（キ） 同年１０月分 ０円 ０回（第６号証の１）

（ク） 同年１１月分 ４，０７５円 ９回（第７号証の３）
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（ケ） 同年１２月分 ４，５１０円 １０回（第８号証の３）

（コ）平成２１年 １月分 ７，２１０円 １４回（第９号証の３）

（サ） 同年 ２月分 ８３０円 ２回（第１０号証の３）

（シ） 同年 ３月分 ２，６３０円 ２回（第１１号証の３）

上記個別外部監査人は、政務調査費から支払うタクシー料金について、①飲酒を

伴う会合に出席した際にタクシーを使用した場合については一切認めないこと、②

飲酒を伴わない会合に出席する場合については原則としてタクシー料金の支出を認

めず、ただしやむを得ない場合には例外的に認める、という運用にすべきであると

の意見を述べている（同報告書５０頁）。また、上記旭川市監査委員は、タクシー

料金の支出を例外的に認める基準を具体的に示すこと、支出票にタクシー使用の理

由を記載する欄を設けることなどの意見を述べている（同監査結果７頁）。

このような個別外部監査人及び旭川市監査委員の意見があるにもかかわらず、西

川市長はタクシー料金支出の運用や支出票の記載事項について改善していない。

このような状況において平成２０年度に支出された上記タクシー料金の支出は、

政務調査費の目的外支出を防止することができないものであるから、不当な支出に

あたる。

（２） 福居議員は、１１月、１２月の市内旅費内訳書（タクシー使用分）において、時

間厳守の会合に出席のためにタクシーを利用した旨の記載をしている（第７号証の

３、第８号証の３）。

通常市内の移動にバスなどの公共交通機関を利用しているならば、バスとタクシ

ーでは目的地までの到着時間が異なるのが通常であるので、時間厳守のためタクシ

ーを利用することは合理的である。しかし、自家用自動車を利用する場合とタクシ

ーを利用する場合とを比較すると目的地までの到着時間にそれほど差がないのであ

るから、福居議員のように現地調査等のため通常自家用自動車を使用している場合

には、時間厳守のためのタクシー利用に合理的理由は認められない。

また、調査旅費は調査研究のために必要な現地視察及び調査のために支出される

べきものであって、会合出席のために支出することはできない。

以上から、上記支出は施行規則が定める使途基準及び運用指針に従った政務調査

費の支出ではないから、違法である。

（３） 福居議員は、１１月から３月までの市内旅費内訳書（タクシー使用分）において、

公共交通機関（運行）時間外のためにタクシーを利用した旨の記載をしている（第

７号証の３，第８号証の３、第９号証の３，第１０号証の３、１１号証の３）。

各月の市内旅費内訳書の用務内容によれば、福居議員が現地調査等のために出か

ける場合、通常自家用自動車を使用しているのであるから、公共交通機関運行時間

外であればなおさら自家用自動車を使用するのが普通であると思われる。

そうとすると、福居議員の場合、自家用自動車を使用しなかった点について合理

的理由が示されなければならず、公共交通機関運行時間外であることはタクシーを

利用したことの合理的理由とはならない。運用指針が他に利用できる公共交通機関

がない場合タクシーを利用できるとしているが、これはあくまでも合理的な理由が
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ある場合の例を示した例示にすぎず、合理的理由の有無の判断は各議員の利用して

いる交通機関等の個別的事情も含め実質的に判断すべきものである。

したがって、現地調査について通常自家用自動車を利用する福居議員については、

自家用自動車を使用しなかった点について合理的理由が示されなかった以上、公共

交通機関運行時間外のためタクシーを利用することに合理的理由があるとは認めら

れず、この支出は運用指針に従った政務調査費の支出ではないから違法である。

（４） 福居議員が利用したタクシー領収証の中には日付のほか領収証の発行時間の記載

があるものが存在し、そのうち深夜から早朝に発行された領収証の内容は下記のと

おりである。

現地調査について通常自家用自動車を利用する福居議員が深夜から早朝の時間帯

にタクシーを利用したのは、飲酒を伴う場合であったことがその理由である可能性

が高い。そうとすれば、飲酒と現地調査との間に関連性はないから、これらのタク

シーの料金を調査旅費として支出するのは、使途基準を定めた施行規則に反し違法

である。

記

（日 付） （時 間） （乗車区間） （乗車運賃）

（ア）１１月 ７日 ２３：２１ ８－１８～２－３ １０３０円（７号証の４Ａ）

（イ） 同月 ９日 ０４：５６ １－５～６－１８ ９５０円（ 同 Ｂ）

（ウ） 同月２０日 ２２：３５ ９－１９～３－５ ９５０円（ 同 Ｃ）

（エ） 同月２４日 ００：１２ １－６～９－１９ １０３０円（ 同 Ｄ）

（オ）１２月 ２日 ０１：３８ １－２４～３－７ １０３０円（８号証の４Ａ）

（カ） 同月１６日 ２２：５８ ４－６～６－１８ ８７０円（ 同 Ｂ）

（キ） 同月２６日 ２３：５１ ６－２１～４－８ ９５０円（ 同 Ｃ）

（ク） １月１７日 ０１：０９ ４－６～８－１９ ９５０円（９号証の４Ａ）

（ケ） 同月２３日 ０１：２９ 宮下７～８－１７ ８７０円（９号証の５Ａ）

（コ） ２月 ６日 ０１：５３ ８－１９～７－６ ８７０円（10号証の４Ａ）

（５） 福居議員は、下記の表のとおり、自家用自動車を使用して現地調査に出かけた日

と同じ日にタクシーを利用して現地調査に出かけている。

しかし、同じ日に現地調査に出かけた場合に、交通手段を自家用自動車とタクシ

ーに分ける必要性は乏しい。特に、８月１日、同１１日、同３１日、９月４日、１

１月７日、同１４日、同２１日、１２月２６日、同２７日、同３０日、１月５日、

同８日、同２２日、同２５日、２月２０日の各日のように、現地調査のため自家用

車で市内を回っている日に、別途、現地調査のためタクシーを市内で利用する点に

ついてはその必要性はないものと思われる。したがって、自家用自動車とタクシー

利用が重複している日の現地調査についてなされたタクシー利用については合理的

理由がなく、その支出は運用指針に反し違法である。

また、仮に、タクシー利用が飲酒を伴う場合であったためであるとすれば、先進

地調査・現地調査を内容とする調査旅費との関連性がなく、タクシー利用の費用を

政務調査費として支出することは使途基準を定めた施行規則に反し違法である。
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自家用車 タクシー

走行距離 乗車運賃
月日 用務先及び経過地 乗車区間

（㎞） （円）

H20.4.15 永山～東鷹栖～末広 50 ８－１５～１－６ 870

4/29 美瑛～西神楽～永山 83 ４－６～６－１５ 870

7/24 東光～豊岡～末広～神楽 46 ４－６～６－１８ 790

8/1 市内～忠和～緑が丘～永山 52 ５－１９～６－７ 790

8/5 西神楽～永山～神居～豊岡 68 ６－１７～３－５ 790

8/11 市内～東川～東旭川～神楽 71 １－６～９－１９ 950

8/31 永山～市内～緑が丘～忠和 44 １－２０～４－７ 710

9/4 西御料地～市内～末広～神居 53 ４－１８～宮下６ 870

9/6 豊岡～台場～末広～春光台 55 ６－１０～１－５ 630

11/7 市内～永山～末広～神楽 47 ８－１８～２－３ 1030

11/14 豊岡～永山～市内～緑が丘 33 ２－２３～４－７ 870

11/21 市内～緑が丘南～神居～永山 35 ６－１７～２－６ 790

４－７～８－１７ 790

11/24 豊岡～東光～永山～東鷹栖 47 １－６～９－１９ 1030

12/2 永山～流通団地～市内～春光 32 １－２４～３－７ 1030

12/16 緑町～末広～春光台～神楽 46 ５－２１～宮下７ 790

４－６～６－１８ 870

12/26 東光～市内～忠和～末広 35 ６－２１～４－８ 950

12/27 市内～神居～神楽岡～緑が丘 28 ６－９～宮下６ 550

12/30 緑が丘～東光～市内～永山 38 １－２４～４－５ 1110

H21.1.3 永山～春光～末広～東鷹栖 55 ４－４～４－２０ 790

1/5 西神楽～市内～東旭川～永山 77 ３－５～７－２０ 1030

1/8 東旭川～東川～東神楽～市内 76 ３－７～９－１９ 950

1/9 永山～神楽～神居～豊岡 41 ２－２０～１－５ 870

1/21 永山～末広～春光～旭町 36 豊４－４～５－２０ 870

1/22 東光～豊岡～市内～神楽 30 １－６～８－１８ 950

末広６－１～６－１４ 2870

1/24 西御料～忠和～東鷹栖～永山 89 ５－１８～４－６ 790

1/25 市内～緑が丘南～永山～春光 28 ３－２０～４－５ 790

2/20 神居～忠和～末広～市内 30 ３－８～７－１７ 790

3/4 緑が丘～神楽岡～緑町～東光 35 ５－２０～緑が丘東３－３ 2550

緑が丘東３－３～６－１５ 2710

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
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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、前述のように違法・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。

（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おり、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利（請求権）がある。すなわち、政務調

査費は、旭川市の補助金として支出され（地方自治法２３２条の２）、市長はその管

理について総括的な責任と権限を有していること（同法１４９条６号）、政務調査費

は市議会議員の調査研究に資するため必要な経費として支出するとの旭川市議会政務

調査費の交付に関する条例（以下、単に「条例」という）１条が定める条例の趣旨及

び残余金については返還すべきとする規定（条例１２条）に鑑みれば、市長及び担当

職員は違法・不当な政務調査費の支出があった場合その返還を求める権利を有してい

るものと解される。

前述のように違法・不当な政務調査費の支出と認められる部分があるにもかかわら

ず市長及び担当職員が返還請求権を行使していないのは、政務調査費の検査において、

旭川市長及び担当職員による形式的判断及び実質的判断を伴う十分な検査がなされて

いないからにほかならない。このような状況は、違法・不当な政務調査費の支出に対

して返還請求権を行使していないことと同視できるものであるから、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。

第３ 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。

第４ 事実を証する書面

１ 第１号証（平成２０年４月分の支出票等）

２ 第２号証（平成２０年５月分の支出票等）

３ 第３号証（平成２０年７月分の支出票等）

４ 第４号証（平成２０年８月分の支出票等）

５ 第５号証（平成２０年９月分の支出票等）

６ 第６号証（平成２０年１０月分の支出票等）
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７ 第７号証（平成２０年１１月分の支出票等）

８ 第８号証（平成２０年１２月分の支出票等）

９ 第９号証（平成２１年１月分の支出票等）

１０ 第１０号証（平成２１年２月分の支出票等）

１１ 第１１号証（平成２１年３月分の支出票等）

以上

上記第４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４月７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，武田滋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。

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）公正クラブの福居秀雄議員に係る支出

ア 調査旅費（市内旅費）のうち４月分の駐車場料金１件，合計1,650円

イ 調査旅費（市内旅費）のうち６月分を除く自家用車使用に係る経費（Ａ方式，距離

精算方式）212日分，合計204,721円

ウ 調査旅費（市内旅費）のうち６月分を除くタクシー代49件，合計24,115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項の規定に基づく請求人の証拠の提出及び陳述の機会の付与については，

平成22年４月９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ため実施し

なかった。

５ 関係職員の陳述

平成22年４月20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議員に対し，法第199条第８項の規定に基づく文書照会を２回実施した。

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当該議員の所属する公正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当該議員の所属する公正クラブから，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432万円を，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

432万円をそれぞれ交付した。
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（３）公正クラブの政務調査費決算報告について

公正クラブは，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

出したが，議会事務局における検査で支出金額の誤り及び必要書類の添付漏れ等が確認

されたため，同年５月28日に再提出し，議長は同年６月17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）手引に関すること

ａ 請求人の主張にある平成19年11月28日付けの監査結果における意見（自家用車

使用に係る経費の支出方法について，Ａ方法を廃止し，Ｂ方法に統一するべきで

あることなど）については，議会内に政務調査費の検討組織を設置し，そのあり

方の検討を進め，平成21年度から改善しており，平成20年度はそれらの検討を行

っていた。

（イ）駐車場料金に関すること

ａ 駐車場料金については，４月21日の入庫時間帯に何らかの政務調査活動が行わ

れたことも考えられるとのことであった。

ｂ ４月21日に調査旅費とは別項目の活動経費の請求はないが，活動経費の請求は

各議員の判断によるもので，活動経費と認められる会合等の実際の有無について

は議会事務局として把握していなかった。

（ウ）自家用車使用に係る経費（Ａ方式，距離精算方式）に関すること

ａ 調査旅費の支出に当たり，出張から戻ったときは速やかに用務の概要を記載し

た出張報告書を作成し，保存することを手引に記載しているが，市内旅費につい

ては，出張報告書の作成を義務付けてはいない取扱いであった。

ｂ 政務調査の形態は個々の議員によって様々であると思われ，調査日数や走行距

離を他の会派と比較するのは意味がないと考えられるとともに，当該議員の調査

日数については事実として多い方だとは思うが，突出しているかどうかは微妙で

あるとのことであった。

（エ）タクシー代に関すること

ａ 手引ではタクシー利用の理由を記載することとなっていない市内旅費内訳書

（タクシー使用分）に理由が記載されていることについて，議会事務局として11

月分の書類を確認する際に，交通費に関する話をする中で会派の方がたまたまそ

こに記載をして提出し，以後そういうことになったのではないかと考えていると

のことであった。

ｂ 市内旅費内訳書（タクシー使用分）の余白に記載されているタクシー利用の理

由については，理由を記載することとなっておらず，実質検査をする体制ではな

かったことから適正性の確認はしていないとともに，理由が過不足なく記載され

ているものとは思わないとのことであった。

ｃ タクシーを利用する場合としては，時間厳守の会合に出席する場合のほか，近

接した時間において，一定の距離をおいた場所で複数の会合が開かれ，かつ両方
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に出席しなければならない場合や不可抗力で所定の時間に遅れそうな場合，その

時間帯に車を家族が使用している場合，車の故障，何らかの都合で飲酒後に外出

せざるを得ない状況になりリスク管理の上からタクシーを利用する場合もあると

考えられるとのことであった。

ｄ 請求人が調査旅費は会合出席のために支出することはできないと主張している

ことについて，手引で一つ一つ明確に対象となるものを記載している訳ではない

が，会議，打合せ，面談など色々なことが考えられ，そうしたものも含めて支出

を認めていた。

ｅ 手引では，飲酒を伴う会合に出席した際のタクシー利用は，当該会合が政務調

査活動と一体性を持っている場合で，かつ公共交通機関が運行していない場合に

限り支出できるとされているが，この条件に合致することは，議会事務局の検査

で個別には確認しておらず，議員の申出をもって合致しているものとしていた。

イ 関係人の調査について

（ア）駐車場料金に関すること

ａ 駐車場利用については，４月21日所用があり，自家用車で外出していたが，20

時からの会合時間に遅れていたためにセブンビルパーキングに入庫したもので，

その会合は，町づくりを考えたボランティア団体の会合で，青少年育成に係る会

議であり，開催場所は利用した駐車場近辺の会社の会議室とのことであった。

（イ）自家用車使用に係る経費（Ａ方式，距離精算方式）に関すること

ａ 自家用車を利用した調査活動については，個々の活動記録は分からないが，す

べて市政調査に係る内容であったと思うとのことで，子育て問題，小・中学校に

おける施設等相談，一人暮らしのお年寄りの相談等多数の調査活動とのことであ

った。

（ウ）タクシー代に関すること

ａ タクシーを利用した調査活動については，個々の活動記録は分からないが，市

民の生の声を市政に反映するための活動であり，例えば，各種団体や企業の現状

把握や要望意見を聴取したり，国会議員や道議会議員等との会合で国政，道政の

立場からの情報を市政に結びつけるための活動とのことであった。

ｂ 市内旅費内訳書（タクシー使用分）の余白に当時の手引では不要なタクシー利

用の理由を記載したのは，議会事務局より，後期分に対してその理由を書くよう

指導を受けたので記載していた。

ｃ 11月から３月までにタクシーを利用した理由は，市内旅費内訳書（タクシー使

用分）の余白に記載されている以外の理由もあり，利用日毎には分からないが，

会合が重複して会合時間に公共交通機関では間に合わなかったためや時間厳守の

会合に出席するため（１月～３月分），緊急の呼び出しのため，又は，自宅にて

晩酌した後の呼び出しのためにタクシーを利用したこともあるとのことであった。

ｄ 飲酒を伴う会合はいつかは分からないがあったと思うとのことであり，道議や

市議との次年度予算に係る市政の情報収集や予算編成に関して，市内企業や団体

との意見交換や，市政に対しての要望等を聞く会合があったと思うとのことであ
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った。

また，政務調査費で，飲酒を伴う会合出席に際しタクシーを利用した場合は，

必ず政務調査活動と一体性があると思っており，政治活動やその他の議員活動な

ど，区別ができる会合については，政務調査費を使っていないとのことであった。

ウ 手引の改正に関すること

平成19年９月３日付けで請求された政務調査費に係る旭川市職員措置請求について

は，個別外部監査契約に基づき個別外部監査人から提出された「個別外部監査の結果

に関する報告書」に基づき慎重に審理を重ね監査結果を決定し，その結果に関する報

告書（以下「過去の監査結果報告書」という。）を平成19年11月28日付けで公表して

おり，それを受け議会事務局は，次のとおり手引を改正している。

なお，本件監査対象事項に関係する部分についてのみ記載する。

（ア）平成20年度から，政務調査費の交付基準額を過去の監査結果報告書で勧告した内

容に従い，次のとおり改正している。

なお，自家用車使用に係る経費（Ａ方式，距離精算方式）及びタクシー代の支出

方法は，過去の監査結果報告書作成の際，確認した方法と同様である。

ａ 駐車場料金の交付基準額を，支払金額から「支払金額の２分の１以内」に改正

している。

ｂ 自家用車使用に係る経費（Ａ方式，距離精算方式）の交付基準額を，申請走行

距離に１㎞当たり37円を乗じて得た額から「申請走行距離の２分の１に１㎞当た

り37円を乗じて得た額」に改正している。

ｃ タクシー代の交付基準額を，支払金額から「支払金額の２分の１以内」に改正

している。

（イ）平成21年度から，過去の監査結果報告書で自家用車使用に係る経費について意見

として述べた「Ａ方法を廃止し，Ｂ方法に統一するべきであること」及び「Ａ方法

では１㎞当たり37円とする単価設定についてガソリン代の実勢価格の範囲に設定す

るべきであること」については，Ａ方式による支出方法を廃止し，Ｂ方式（ガソリ

ン代精算方式）による支出方法に統一している。

（ウ）平成21年度から，過去の監査結果報告書でタクシー代について意見として述べた

「タクシー使用の申請に係る市内旅費内訳書には，タクシーを使用する理由を記載

する欄を設けるなど，様式も含めた手引の見直しについて検討すること」について

は，当該書類の様式に理由を記載する欄を設けている。
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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監査対象事項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。

なお，請求人が違法又は不当な行為として主張する個々の行為について，個別具体的に

違法又は不当と認めるに足りる事実が関係人調査又は客観的証拠により確認されない限り，

過去の監査結果報告書に準じた判断をすることとした。

（１）駐車場料金に関する主張について

請求人は，４月21日の駐車場利用と翌22日の現地調査は関連性が低いと主張している

が，当該駐車場利用は，１（４）監査によって確認した事実のイ（ア）ａのとおり，４

月21日の会合出席に伴うものであり，当該会合は主として政務調査活動であったと認め

られる。

また，請求人は駐車場の利用時間及び場所をもって飲酒飲食のために利用したことが

強く疑われるとも主張しているが，そのことを証明する事実証明書は提出されていない

ほか，請求人が主張するような事実も確認できなかったところである。

よって，請求人の主張を認めることはできない。

（２）自家用車使用に係る経費（Ａ方式，距離精算方式）に関する主張について

請求人は，過去の監査結果報告書において意見として述べた事項が改善されていない

ことを理由に不当な支出であると主張しているが，意見として述べた事項については，

当時の監査において不当な支出と判断するまでには至らなかったことに関連して要望を

述べたに過ぎないものであり，要望についての対応がなされていないことをもって不当

な支出とはいえない。

次に，請求人は当該議員のように調査日数等が多い例はまれであり，極めて異様で突

出しているとも主張しているが，１（４）監査によって確認した事実のア（ウ）ｂのと

おり，政務調査活動の形態は個々の議員によって様々であり，調査日数等の多さをもっ

て不当な支出とはいえない。また，自家用車使用による調査研究活動が政務調査活動又

は政務調査活動とその他の議員活動が渾然一体となっている活動（以下「政務調査活動

等」という。）に該当しないとする事実は確認できなかったところであり，さらに，個

々の調査研究活動のすべてについて，客観的証拠に基づき政務調査活動等に該当するか

確認することは困難なことから，過去の監査結果報告書では申請走行距離の２分の１の

範囲を政務調査費用による走行と認めており，この範囲の中で政務調査費の支出がなさ

れていたところでもある。

よって，請求人の主張を認めることはできない。



- 14 -

（３）タクシー代に関する主張について

請求人は，過去の監査結果報告書において意見として述べた事項が改善されていない

ことを理由に不当な支出であると主張しているが，意見として述べた事項については，

当時の監査において不当な支出と判断するまでには至らなかったことに関連して要望を

述べたに過ぎないものであり，要望についての対応がなされていないことをもって不当

な支出とはいえない。

次に，請求人は現地調査等において通常選択している交通手段（自家用車）との違い

に起因した理由をもってタクシーの利用に合理的理由がないとも主張しているが，１

（４）監査によって確認した事実のア（エ）ｃ及びイ（ウ）ｃのとおり，何らかの理由

で自家用車を使用できない状況が生じることはあり得ることであり，そのことをもって

タクシーの利用に合理的理由がないとはいえない。また，タクシー利用による調査研究

活動が政務調査活動等に該当しないとする事実は確認できなかったところである。

なお，請求人は会合出席のためにタクシー代を支出することはできないとも主張して

いるが，手引では調査旅費を含む複数の使途項目で市内旅費の支出が認められており，

これらの調査研究活動がいずれの使途項目にも合致しないとする事実も確認できなかっ

た。

最後に，請求人がタクシー領収証の発行時間や自家用車とタクシーの同一日使用をも

って飲酒を伴った可能性が高いとし，飲酒と現地調査に関連性はないとする主張につい

ては，１（４）監査によって確認した事実のイ（ウ）ｄのとおり，飲酒を伴う会合があ

ったことは推測されるところであるが，前述したとおり政務調査活動等に該当しないと

する事実は確認できなかったところであり，さらに，個々のタクシー利用のすべてにつ

いて，客観的証拠に基づき使途基準に適合するか確認することは困難であり，飲酒の可

能性等も考慮し，過去の監査結果報告書ではタクシー代の２分の１の範囲を政務調査費

による支出と認めており，この範囲の中で政務調査費の支出がなされていたところでも

ある。

よって，請求人の主張を認めることはできない。

（４）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（３）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，市長及び担当職員に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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（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
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○ 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。

２ 省略
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

１ 研究研修費

（１）省略
（２）省略
（３）市内旅費について

ア 市内地域での調査研究活動に係る旅費については，１月毎の活動実績に基づき，
次の点に留意し支出する。

イ 市内地域とは，旭川市域及び近接地（自宅又は総合庁舎のいずれから半径20km以
内の地域）をいう。

ウ 対象となる調査研究活動について
（ア）研究研修費 会派が行う研究会，研修会の出席及び他団体の開催する研究

会，研修会等への参加
（イ）調査旅費 調査研究のために必要な現地視察及び調査
（ウ）広報費 調査研究活動，議会活動等の住民への報告，宣伝
（エ）広聴費 住民の市政等への要望，意見を吸収するための会議への出席

及びそれらに関係する現地調査
（オ）その他の経費 調査研究活動に係る上記以外の活動

エ 市内旅費の支出手続は１月毎に行い，交通手段別に下表に示す様式に必要事項を
記入し作成し，会派代表者が支出を証明し支出する。（別様式４）

交通機関等 様式 添付書類 交付基準

自家用車(距離) 別様式5A － 申請走行距離の1/2に1km当たり
＜Ａ方式＞ 37円を乗じて得た額

自家用車(ｶﾞｿﾘﾝ) 別様式5B 領収書 支払総額の1/2以内
＜Ｂ方式＞ かつ上限10,000円

駐車場料金 別様式5A 領収書 支払金額の1/2以内
別様式5B

公共交通機関 別様式6 － 支払金額の1/2以内

タクシー代 別様式7A 領収書 支払金額の1/2以内

運転代行料 別様式7B 領収書 支払金額の1/4以内

オ 自家用車使用に係る経費の支出については，上表に示すＡ方式・Ｂ方式のいずれ
かの方法を選択したうえで計算し支出する。

カ 市内旅費内訳書の記載方法について
（ア）同一日に異なる交通手段を用いたときは，それぞれの様式に記入する。
（イ）同一日に用務の異なる調査研究活動を実施したときは，それぞれの用務に記

入する（各様式の用務内容欄ア～オに○印を記入）。明確な区別ができないと
きは，主な用務に○印を付ける。



- 20 -

キ 支給対象となる調査研究活動であっても，費用弁償が支給された日については市
内旅費を申請することができない。また，市外出張旅費の日当が支給される日も同
様に，申請することができない。（Ｂ方式を除く）

ク タクシーの利用は，他に利用できる公共交通機関がない場合，あっても利便性が
乏しい場合，あるいは緊急の場合など，その使用に合理的な理由がある場合に限り
支出できる。また，飲酒を伴う会合に出席した際のタクシー使用については，当該
会合が政務調査活動と一体性を持っている場合で，かつ公共交通機関が運行してい
ない場合に限り支出できる。

ケ 運転代行の場合は，政務調査活動と一体性を持っている会合に出席した場合に限
り支出できる。

２ 調査旅費
（１）支出手続きについて

ア 出張者は，出張から戻ったときは速やかに用務の概要を記載した出張報告書（別
様式２）を作成し，保存する。

イ 複数の所属議員で同一行程を出張した場合や調査研究活動の性格上，出張内容を
明らかにできない場合は，その理由を出張報告書（別様式２）に記載する。

ウ 市外出張を行った場合は，出張の事実を証する書類（宿泊先の領収書，航空機の
搭乗半券などいずれか一つ以上）を精算時に支出票（市外旅費用）（別様式３）に
貼付する。

（２）市外旅費について
ア 市外旅費の支出方法は「１研究研修費」に掲載のとおり。
イ 政務調査費による海外調査視察については，議会運営委員会における協議経過を

尊重し，今後の支出に当たることとなっている。
（平成16年10月6日議会運営委員会にて確認済み）

（３）市内旅費について
市内旅費の支出方法は「１研究研修費」に掲載のとおり。

（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。

（２）省略
（３）省略
（４）領収書等の整理

証拠書類等は支出内容により，本手引に規定する各様式を用い整理保存ください。
また，平成18年度交付分から，決算書提出時に領収書等の写しを添付することとな

ったため，提出用写しの作成が容易なように帳票を整理する場合，領収書を重ねて貼
り付けたりしないようにしてください。
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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。

（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）


