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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４月27日付けの請求書が郵送され，４月28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、西川将人旭川市長及び旭川市職員に違法・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 旭川市議会会派のひとつである民主クラブにおいて、下記のとおりデジタルカメラ

等を購入した費用を政務調査費の事務費として支出しているが、この支出は次に述べ

るとおり違法・不当な支出である。

記

（支出年月日） （内 容） （支出金額） （担当議員）

平成２０年 ５月１５日 デジタルカメラ ８９，８００円 不 明 （第１号証）

同年１０月 ６日 デジタルカメラ １９，８００円 三井幸雄 （第２号証）

同年 同月 同日 ＳＤカード他 ８，６４０円 三井幸雄 （第３号証）

平成２１年 ３月 ９日 カメラメモリ ４，８７０円 笠木かおる (第４号証）

（１） 政務調査費として支出が許されている事務費とは、市政に関する調査研究活動

のために必要な事務に要する経費のことをいう（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）６条及び同別表）。この事務費

の中には備品購入費も含まれるが、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（使途基準に係る項目別運用指針（以下「運用指針」とい

う））。

カメラは通常、会派控え室内で使用するものではない。それゆえ、カメラは政

務調査費で購入する備品にあたるとはいえず、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。また、ＳＤカードやメモリは、カメ

ラで写した画像の記憶媒体として使用される付属品であるから、これらの購入費

用も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。
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したがって、民主クラブがカメラ購入費等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

に関する条例（以下「条例」という）８条、施行規則６条及び運用指針に反する

ものであって違法である。

（２） 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個人的活動などで使用したとし

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等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ることは不適切であって不当である。

２ 同会派の佐々木邦男市議会議員は、ノート型パソコン購入費として２１２、５５０

円を支出し（第５号証）、これを事務費として政務調査費を受けているが、この支出

は次の点で違法・不当な支出である。

（１）ア ノート型パソコンは持ち運びできるものであって、会派控え室内で使用する

ことを前提として購入されたものではないから、政務調査費で購入する備品と

はいえない。

そもそも運用指針において、政務調査費で購入する備品を会派控え室内で使

用するものに限定しているのは、備品の中には市政に関する調査研究活動以外

に使用することができるものもあるが、そのようなものであっても使用する場

所を会派控え室内に限るならば、調査研究活動との関連性を推認してもよいと

の考え方によるものであると解される。

ノート型パソコンはその性質上持ち運び可能であって会派控え室外でも使用

できるものであるから、当該パソコンと調査研究活動との関連性を立証する責

任は会派ないし購入した議員側にあるというべきである。

したがって、そのような資料を添付しないまま政務調査費の請求がなされた

場合には、当該パソコンと調査研究活動との関連性はないものと判断すべきで

あり、当該パソコンは政務調査費で購入する備品にはあたらないというべきで

ある。

イ また、支出票に添付された利用明細票によれば、同パソコンは個人名で購入

されたものであって、同市議の個人所有となっているのであるから、政務調査

費で購入する備品とはいえない。

そもそも個人の所有とするつもりで備品を購入する場合には、個人的な活動

に使用する意図で購入するものであると推認すべきである。政務調査活動以外

の個人的活動に使用しないというのであれば、個人所有ではなく、会派所有と

するはずである。つまり、政務調査費で購入する備品とするためには、その備

品の所有は個人ではなく会派の所有とすべきである。

佐々木市議の購入した同パソコンの値段が２０万円程度であることから、同

パソコンを会派所有としリース契約を結ぶことも可能であったと認められる。
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それにもかかわらず、佐々木市議は個人名義で購入したのであるから、同市議

には同パソコンを政務調査活動以外の個人活動に使用する意図があったと判断

すべきである。

したがって、同パソコンについて政務調査費の請求がなされても、同市議が

政務調査活動に使用するとの立証がない限り、政務調査費で購入する備品とは

いえないというべきである。

ウ 以上から、佐々木市議が購入したノート型パソコンの購入費は、運用指針で

例示されている政務調査費で購入する備品にはあたらず、違法な支出である。

（２） そもそもパソコンはインターネットへの接続、記録の保存、書類作成などさま

ざまな機能を有している機器である。そして、その使用の目的を限定することは

できない。すなわち、パソコンを政務調査活動以外の政党活動や市議の後援会活

動に使用することもできる。また、パソコンがノート型である場合は、その持ち

運びが可能であって、自宅で使用することもできるのであるから、その使用が政

務調査活動なのかそれ以外の活動なのかを区別して判断することが困難である。

このような性質をもつノート型パソコンについて政務調査費として支出を認め

ることは不適切であって不当である。

３ 同会派の岩崎正則市議会議員は、はがき購入代金として平成２０年１２月２７日に

７０，０００円（第６号証）、同年同月２９日に１０，０００円（第７号証）をそれ

ぞれ支出し、これを広報費として政務調査費を受けているが、この支出は次の点で違

法・不当な支出である。

（１） 支出票に貼付された領収証書によると、購入されたはがきは年賀はがきである。

年賀はがきは、友人、知人に対して新年のあいさつのために用いられるもので

あって、友人、知人などとの交流のための手段であるから、年賀はがきは交際費

的な性質を有するものである。したがって、年賀はがきの購入代金は、市政のた

めの調査研究活動とは関連性がないものであるから、調査研究活動、議会活動等

について住民に報告、宣伝するために要する広報費（施行規則６条及び同別表）

にはあたらないというべきである。

また、政務調査費は補助金であるからその支出には公益上の必要性がなければ

ならないが（地方自治法２３２条の２）、新年のあいさつをするための年賀はが

きは市政に関して何ら利益をもたらすものではないから、公益上の必要性も認め

られない。

以上から、年賀はがきの購入代金について政務調査費を支出することは、地方

自治法２３２条の２及び施行規則６条に反するものであり、違法である。

（２） 実際に年賀はがきに市政報告が記載されていたとしても、そのはがきが年賀用

のものである以上、交際費的ないし個人活動的性質を否定することはできない。

なぜなら、通常、年賀はがきを送る対象は、友人、知人、後援者などの範囲内に

留まるからである。

この様な性質をもつ年賀はがきの購入代金を政務調査費として支出することは

不適切であって不当である。

４ 同会派の塩尻伸司市議会議員は、平成２１年３月３０日、８０円切手２，５００枚
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を購入し、その代金２０万円のうち、１０６，０９３円を広報費として支出している

が（第８号証）、この政務調査費の支出は次のとおり違法・不当な支出である。

（１） 政務調査費としての広報費は、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をいうものとされている（施行規則６条及び同別

表）。この使途基準における広報費の概念において、政務調査費の支給対象とな

る広報活動における報告、宣伝の対象が「住民」となっているのは、政務調査費

の支給対象外である議員の個人的な活動（たとえば議員の後援者に対する広報活

動などの後援会活動）と区別するためであると解される。すなわち、広報の対象

が住民一般である場合に政務調査費の広報費として支出することができるものと

判断すべきであって、広報活動の対象が住民の一部や特定の住民に限られる場合

には議員の個人的活動との区別ができないことから広報費としての支出は許され

ないものというべきである。

支出票の備考欄によると、郵便切手の代金は市政報告を郵送するためのもので

あり、２，５００人に市政報告書が送られることが予定されている。旭川市の人

口約３５万人であるからすると２，５００人というのは人口の１パーセントにも

満たない市民を対象とするものにすぎない。このような広報活動は、議員個人的

な活動、特に後援会活動との区別が極めて困難であるから、政務調査費の支給対

象となる広報活動にはあたらない。

したがって、前記支出は、使途基準に反する支出であって違法である。

（２） 切手購入費用について、政務調査費として支出を認めることは、以下に述べる

とおり不適切であって不当である。

第１に、切手が広報活動に使用されるとは限らない。支出票にはその備考欄に

市政報告郵送用切手と記載され、切手の領収証書が添付してあるだけであって、

市政報告の内容が確認できないため、広報活動に切手が使用されたかどうか確認

できない。それにもかかわらず支出を認めると、切手が議員個人の後援会活動の

ために流用されるおそれがある。このように政務調査費を他の目的のために流用

することが可能な支出をすることは不適切であって不当である。

第２に、切手そのものを金銭と交換することが可能であり、切手が郵便物の郵

送に使用されないおそれがある。領収証書は切手を購入した事実を証明するのみ

であり、切手購入の事実が郵便物の発送の事実を証明するものではないからであ

る。このように広報活動との関連性が不明確なものであっても、政務調査費とす

ることは不適切であって不当である。

第３に、市政報告を郵送するために８０円切手を２，５００枚も購入すること

は、事務手続上不合理である。郵便局では１，０００通以上を同時に郵送する場

合には大口として扱い、割引料金（１通６５円）が適用される。このような割引

料金制度の存在や２，５００通もの封筒に８０円切手を１枚１枚貼っていく事務

手続きが煩瑣であることを考えれば、本当に２，５００通もの郵便物を発送する

のであれば、切手を購入するのではなく、封筒を直接郵便局に持ち込み郵送手続

きをするのが普通である。すなわち、このような大量の切手の購入が郵便物の発

送を目的とするものであることには疑問がある。このように使用目的に疑問のあ
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る大量の切手購入費用について、政務調査費としての支出を認めることは不適切

であって不当である。

第４に、切手の購入は平成２１年３月３０日になされており、市政報告の発送

が同年３月３１日までになされなかった可能性がある。購入された切手代を平成

２０年度分の政務調査費として支出するものである以上、封書は平成２０年度中

（平成２１年３月３１日まで）に発送が行われる必要がある。しかし、

２，５００通もの封筒に切手を貼付する作業は極めて煩瑣であって、年度期日前

日の３月３０日に購入した切手を貼付したうえ２０年度中の３月３１日にすべて

を発送するという処理をすることは難しいと思われる。このような年度内処理が

困難と思われる切手購入費用について、年度内処理がなされたかどうか確認しな

いまま、領収証書が添付された支出票のみで政務調査費を支出することは不適切

であって不当である。

５ 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、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。

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。
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第４ 事実を証する書面

１ 第１号証（平成２０年５月１５日分の支出票及び領収書のコピー）

２ 第２号証（平成２０年１０月６日分の支出票（内容 デジタルカメラ）及び領収証

のコピー）

３ 第３号証（平成２０年１０月６日分の支出票（内容 ＳＤカード他）及び領収証の

コピー）

４ 第４号証（平成２１年３月９日分の支出票及び領収書のコピー）

５ 第５号証（平成２１年３月１３日分の支出票及び利用明細書票等のコピー）

６ 第６号証（平成２１年２月２７日分の支出票（支出金額７０，０００円）及び領収

証書のコピー）

７ 第７号証（平成２１年２月２７日分の支出票（支出金額１０，４１０円）及び領収

証書のコピー）

８ 第８号証（平成２１年３月３１日分の支出票及び領収証書のコピー）

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５月10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）民主クラブに係る支出

ア 事務費のうち，デジタルカメラ等購入費４件123,110円，ノート型パソコン購入費

１件212,550円，合計335,660円

イ 広報費のうち，はがき購入代金２件80,000円，切手購入代金１件106,093円，

合計186,093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。
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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５月14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５月28日に，議会事務局長及び担当者から陳述を受けた。

６ 関係人の調査

監査対象事項に係る会派に対し，法第199条第８項の規定に基づき，関係資料の提出を

求めるとともに，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
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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民主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民主クラブから，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384万円を，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384万円をそれぞ

れ交付した。

（３）民主クラブの政務調査費決算報告について

民主クラブは，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）デジタルカメラ等の購入に関すること

ａ 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。

ｂ 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。

ｃ 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。

ｄ ＳＤカードやカメラメモリはカメラと一体のものであり，事務費での購入を認

めていた。

ｅ 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）ノート型パソコンの購入に関すること

ａ ノート型パソコンの購入は，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。

ｂ 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，自宅や戸外などでも政務調査活動が行われており，

ノート型パソコンについては例外的に会派控室以外での使用を容認していた。
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ｃ 手引において備品を会派控室内で使用するものに限っているのは，オフィス家

具などの据付物品を想定したものであり，持ち運びが可能な備品は少ないと考え

ていたとのことであった。

ｄ 購入したノート型パソコン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。

ｅ 当該ノート型パソコンは個人所有ではなくあくまで会派所有であり，主に購入

を担当した佐々木議員が使用しているが，場合によっては他の議員が使用するこ

ともあり，議会事務局では会派控室内で使用しているか通常持ち歩いているかは

その都度把握していなかった。

ｆ 一般的にパソコンは文書の作成や記録の保存を主な機能としており，政務調査

活動においてもそのような使用がなされていると理解しているとのことであった。

（ウ）はがきの購入に関すること

ａ 決算の検査時に内容を確認した結果，使用されていたのは年賀はがきだが，一

般的にいう年賀状の使い方と比較した場合に，内容的に市政報告だと判断できた

とのことであった。

ｂ はがきの購入が時期的に年賀はがきの購入になったものと捉えていた。

ｃ 記載内容によって年賀状にあたるかどうかを判断する明確な基準はなかった。

（エ）切手の購入に関すること

ａ 広報活動が全市民を対象としなければならないわけではないと考えているので，

郵送数が少ないからといって，それが政務調査活動以外の活動であると言い切る

ことは適当ではないとのことであった。

ｂ 切手購入については，会派で政務調査活動として必要と判断し，広報費として

支出したものであり，議会事務局としても不適切な点はないと考えているとのこ

とであった。

ｃ 切手の保管及び使用状況について議会事務局では把握しておらず，また当該切

手を使用して発送した市政報告の内容についても確認していなかった。

ｄ 議会事務局では，2,500枚の切手の購入が一度に郵送を行うためのものであっ

たのかどうかは把握しておらず，当該切手購入後に郵送したかどうかの確認も行

っていなかった。

ｅ 郵便物を大量に発送する場合において，特に事前に相談を受けたことはなく，

割引料金制度を活用するよう議会事務局が指導した経過もなかった。

ｆ 年度内に購入したものを年度内に使い切らなければならないという規定は特に

なく，年度内に購入すれば政務調査費としての支出は完了するため，購入した切

手を翌年度使用することについても手引の取扱上問題はないとのことであった。

イ 関係人の調査について

（ア）デジタルカメラ等の購入に関すること

ａ 会派の備品として所有しているカメラは，備品台帳において使用者を明記し，
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日常の管理責任者としていた。

ｂ 購入したカメラやＳＤカード等については，視察の記録や現地調査の記録など

政務調査活動に使用しており，政党活動及び後援会活動などの私的な使用はない

とのことであった。

ｃ 備品の中でもカメラは特殊なものであり，会派控室から持ち出すことも可と解

釈していた。

ｄ カメラを会派の議員で共用した場合にも，特に不便さを感じたことはないとの

ことであった。

（イ）ノート型パソコンの購入に関すること

ａ 購入したノート型パソコンは，会派の備品として所有し必要に応じて会派所属

議員で共用しており，会派控室に備え付けられているロッカー（施錠可能）内に

保管していた。

ｂ 当該ノート型パソコンは，視察や現地調査の報告，情報収集等の政務調査活動

に使用しているとのことであった。

ｃ 当該ノート型パソコンは，議員個人の政務調査に係り自宅での使用もあるが，

その際に口頭で会派代表者の承認は受けているが，使用期間は限定しておらず，

備品台帳へ使用期間の記載はなされていなかった。

ｄ 私的な活動については私物のパソコンを使用していることから，当該ノート型

パソコンを政党活動や後援会活動などの政務調査活動以外の議員活動で使用した

事実はないとのことであった。

（ウ）はがきの購入に関すること

ａ 手引に，政務調査費として支出できない経費の参考例示で年賀状の購入，印刷

及び発送等に要する経費と記載されていることは知っていたが，あえて政務調査

費で年賀はがきを購入し，また当該購入について特別な理由はなかった。

ｂ 市政報告に年賀はがきを使用することには制限がないものと解釈していたため，

年賀はがきの購入について議会事務局に事前の確認をしていなかった。

ｃ はがきの裏面には，表題を「市議会報告（平成21年・新年号）」とし，新年の

あいさつのほか，主に前年の地元の話題や中央政治に関することが記載されてい

た。

（エ）切手の購入に関すること

ａ 当該切手を使用した市政報告の送付先については特別な抽出基準はなく，様々

な活動の中で交流のある市民を対象としているものであり，個人的活動に限定さ

れるものではないとのことであった。

ｂ 当該切手については，2,500枚全てを３月下旬から４月上旬にかけて市政報告

用として使用し，１回につき400通程度発送したとのことであった。

ｃ 切手の管理は，購入した議員が個別に行っているとのことであった。

ｄ 地域別の割引制度は知っていたが，事務的に繁雑なため切手を使用したとのこ

とであった。

ｅ 手引の規定に基づき，支出金の帰属年度は，その支払いが実際に行われた日の
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属する年度での取扱いとなるため，切手購入日である平成21年３月30日を基準に

平成20年度分として処理を行っていた。

ｆ 切手を使用して発送した市政報告は，表題を「21年度市議会報告」とし，主に

第１回定例会に関する内容が記載されており，政党活動及び後援会活動などの個

人的活動の記述はなかった。

ウ 現物確認について

（ア）デジタルカメラについて

監査対象である政務調査費で購入した２台のカメラについては，そのうち備品に

該当する１台については備品台帳が作成されており，全て現物を支出票及び保証書

又は当該台帳と照合することにより確認した。

（イ）ノート型パソコンについて

監査対象である政務調査費で購入した１台のノート型パソコンについては，備品

台帳が作成されており，現物を支出票及び当該台帳と照合することにより確認した。

（５）監査対象事項に係る修正について

監査対象事項のうち広報費で支出していたはがき購入代金については，不適切と考

えるに至ったとして，監査期間中である平成22年６月９日に，当該会派から２件

80,000円を政務調査費の対象外とし，減額修正した政務調査費決算書が市議会議長あ

てに提出され，政務調査費の支出対象から除外されたことを確認した。

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。

（１）デジタルカメラ等の購入について

ア 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，また，ＳＤカードやカメラメモリはカメラで使用される付属品であり，これら

の購入は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。

また，ＳＤカードなどの付属品もカメラと一体のものと考えられることから，カメラ

と同様に判断すべきである。
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よって，請求人の主張を認めることはできない。

イ 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個人的活動など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。

（２）ノート型パソコンの購入について

ア ノート型パソコンは持ち運びでき，会派控室で使用することを前提として購入され

たものではなく，また個人名で購入され個人所有となっていることから政務調査費で

購入できる備品にあたらず，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，ノート型パソ

コン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，妥当性を欠いた運

用とは認められない。

また，当該パソコンについては佐々木議員が購入を担当したものの，１（４）監査

によって確認した事実のイ（イ）a 及びウ（イ）のとおり保管管理され，備品台帳も

作成されていることから，個人所有ではなく会派所有であると認められる。

よって，請求人の主張を認めることはできない。

イ ノート型パソコンの性質から，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

請求人はノート型パソコンが調査研究活動以外の政党活動や後援会活動に使用でき，

その使用が政務調査活動なのかそれ以外の活動なのかを区別して判断することが困難

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。

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）年賀はがきの購入について

ア 年賀はがきは，調査研究活動と関連性がなく，公益上の必要性もないことから，政

務調査費で支出することは違法であるとの主張及び年賀用である以上交際費的ないし

個人活動的性質を否定できないことから，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

手引には年賀状の購入，印刷及び発送等に要する経費は政務調査費として支出できな

い経費として例示されており，年賀はがきの購入は目的外の支出と認めざるを得ない。

しかし，１（５）監査対象事項に係る修正についての記述のとおり，広報費のうち当

該支出に係る80,000円については，政務調査費の支出対象から除外された。

よって，請求人の主張には理由がなくなった。

（４）切手の購入について

ア 広報活動の対象が住民の一部や特定の住民に限られる場合には，議員の個人的活動

との区別が困難であるので政務調査費の支出対象となる広報活動にはあたらず，使途

基準に反する支出であるため違法であるとの主張について

手引では広報活動の対象となる住民の人数についての具体的な規定はないが，１

（４）監査によって確認した事実のア（エ）a の考え方には妥当性があると認められ

ることから，広報活動の対象者数が少ないということだけをもって政務調査活動では

ないと断定することはできない。

よって，請求人の主張を認めることはできない。

イ 切手は広報活動に使用されるとは限らず，使用されたことの確認もできないこと，

金銭と交換することが可能であり，郵便物の郵送に使用されないおそれがあること，

また，年度内発送がなされたかどうか確認しないまま，支出票のみで政務調査費を支

出することは不当であるとの主張について

請求対象となっている切手2,500枚については，１（４）監査によって確認した事

実のイ（エ）b のとおり，全てを市政報告の発送用に使用されたことが認められるほ

か，送付された市政報告の内容も１（４）監査によって確認した事実のイ（エ）ｆの

とおり現物確認できたところであり，広報活動に使用されたと認められ，請求人が可

能と主張している金銭との交換については，その可能性だけで不当だとはいえないと

ともに，金銭と交換した事実も確認できなかったところである。

また，手引では支出金の帰属年度はその支払いが実際に行われた日の属する年度と

して取り扱うとされていることから，３月30日に行われた支払いを年度内の支出とす

ることは適正な事務処理と認められる。一方，手引には購入したものについての使用

時期に関する規定はないことから，請求人が主張するように年度内に発送が行われる

必要があるとはいえず，３月発行の市議会報告の郵送に要する切手を４月上旬には全



- 14 -

て使用したとのことであるから，社会通念上許容される範囲内の期間に使用されたこ

とが認められる。

よって，請求人の主張を認めることはできない。

ウ 市政報告を郵送するために80円切手を2,500枚も購入することは事務手続上不合理

であり，使用目的に疑問があることから，政務調査費としての支出を認めることは不

当であるとの主張について

手引では市政報告等の配付方法や発送方法についての具体的な規定はなく，何ら制

限はしていない。だからといって，政務調査費を無制約に使用することは許されるも

のではないが，市政報告を郵送する際に１（４）監査によって確認した事実のイ

（エ）d のとおり，事務的な繁雑さを避けるために郵便区内特別郵便物の制度を利用

しなかったとしても，社会通念上許容される範囲を逸脱しているとまではいえない。

また，前記イでも述べたとおり切手は全て市政報告の発送用に使用されたことが認め

られる。

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），（２）及び（４）については，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。

また，上記（３）については，請求人の主張には理由がなくなった。

よって，請求人の主張を認めることはできない。

第４ 意見

監査の結果は以上のとおりであるが，関係人の調査等を踏まえ，市長に対し，次の意見

を付すものとする。

１ 政務調査費における切手の購入及び使用について，切手が換金性のある有価物である

ことや使用の都度記録を残さないと使途の確認が困難になることを考慮し，例えば大量

発送の場合には料金別納とすること，また，やむを得ず切手を購入する場合には当面必

要な数量の購入にとどめるとともに，受払簿などで購入及び使用の記録を残し在庫管理

を行うことなど透明性が確保できる取扱いについて検討されたい。
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（参考資料）

（平成20年４月１日現在）○ 旭川市議会政務調査費の交付に関する条例

（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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○ （抜粋）旭川市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則

（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
調査旅費

（交通費，旅費，宿泊費等）
調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料作成費
（印刷製本代，翻訳料等）

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
資料購入費

る経費
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

広報費
する経費（広報紙発行費，報告書印刷費，茶菓子代等）

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
広聴費

する経費（会場費，印刷費，茶菓子代等）
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

事務費
費，備品購入費，リース代，消耗品費等）

上記以外の経費で調査研究活動に要する経費その他の経費
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○ （抜粋）旭川市議会政務調査費執行の手引（平成20年４月）

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
・各種団体等に対する寄附，協賛金，賛助金，協力費等の経費寄附，贈与的な経費
・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
・政党党費，政党大会への出席に要する経費政党活動的な経費
・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
・選挙運動，政治活動に要する経費個人活動的な経費
・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
・個人の立場で加入している団体の年会費及び会費その他
（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

５ 広報費
（１）支出手続きについて

ア 会派が発行した印刷物等は，支出票（別様式８）とともに１部保存する。
（印刷物は写しでも可）

（中略）

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。
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（４）会計年度及び支出金の帰属年度
ア 会計年度

政務調査費に係る会計年度は，毎年4月1日（改選後は交付申請日）から翌年の
3月31日までとします。ただし，任期満了年度の4月分については4月1日から
5月1日までとします。

イ 支出金の帰属年度
支出金に関する帰属年度は，その支払いが実際に行われた日の属する年度の支出

として取り扱います。
例えば，年度末3月に債務が確定したものであっても，実際の支払いが翌年度4月

に行われたものについては，新年度における支出として取り扱います。
（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）


