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平成３０年３月１９日付け住民監査請求に係る監査結果 

 

第１ 監査の請求 

 １ 請求人 

   富士見市 ○○ ○○ 

 

 ２ 請求書の受付 

   平成３０年３月１９日 

 

 ３ 請求の内容（原文に沿って記載。ただし、請求の理由ア、イ、ウ及びエ

は、請求の要旨の次に転記した。） 

 （１）請求の要旨 

    平成２８年度に会派「日本共産党」が広報費として政務活動費を使用

した１８万３，４１１円について、富士見市議会政務活動費の交付に関

する条例第５条に規定する別表で定める政務活動に関する経費に充てる

ことができるものの範囲を逸脱し、政務活動の使途としては認められて

いない政党活動への支出が見られます。これは平成２８年度の政務活動

費の執行について、富士見市長が必要な検査を怠ったことが原因で、会

派「日本共産党」への違法または不当な公金の支出に当たり、富士見市

にその政務活動費相当額の損害を発生させたといえます。 

    よって政務活動費１８万３，４１１円を富士見市に返還するよう、富

士見市長は会派「日本共産党」に要求することを、監査委員が勧告する

ことを求めます。 

 （２）請求の理由 

ア 富士見市議会政務活動費の交付に関する条例第５条に規定する別表

によれば、政務活動費の広報費は「会派」の活動が対象であり、政党活

動には認められていない。 

イ 会派「日本共産党」が平成２８年（２０１６年）５月１０日付で支出

した広報費１８万３，４１１円の支出について、印刷にかかった費用の

請求書は日本共産党の事務所である「日本共産党埼玉西部東地区委員会」

の気付となっており、会派の政務活動と政党活動が一体で行われていた

ことが伺える。 

ウ 印刷物については問い合わせの連絡先としては、全国的に政務活動費

を使用する場合一般的に使われる市役所庁舎内の控室の電話番号・内線

番号、所属議員の連絡先も一切記載されず、連絡先は政党事務所である

「日本共産党富士見市委員会」のみの記載となっている。手に取った読



 

 

 

- 2 - 

 

者が意見・問い合わせ等をしようとすると議員ではなく政党事務所のみ

へと誘導することとなり、これでは政党活動への支出といわざるを得な

い。よって政務活動費による支出は不適当といえる。 

エ 政務活動費の収支報告書は平成２９年４月２８日に富士見市議会議

長あてに提出され、それ以降に市議会のウェブサイトに公開された。請

求者が上記事実を知ることができたのはその日以降であり、まだ１年が

経過していない。 

    以上の理由から、本件にかかわる１８万３，４１１円の返還を求める

必要がある。 

 （３）事実証明書 

   ア 会派日本共産党が平成２９年４月２８日に富士見市議会議長へ提出

した平成２８年度政務活動費収支報告書の該当部分の写し 

   イ 株式会社きかんしが２０１６年５月１０日に日本共産党富士見市議

団へ交付した領収書の写し 

   ウ 株式会社きかんしが２０１６年４月１５日に日本共産党富士見市議

団へ送付した請求書の写し 

   エ 日本共産党富士見市議団が発行した議会報告（２０１６年４月号）

の写し 

 

第２ 請求の要件審査 

   平成３０年３月２３日、監査委員会議を開催し、本件請求が地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）（以下「自治法」という。）第２４２条第１項

に定める要件をそなえているか審査を行った。請求書の一部の補正を求め

た後、同年４月１２日、監査委員会議を再び開催し、審査を行った。 

 １ 請求人の主張する「請求の理由エ」について、住民監査請求は、自治法

第２４２条第２項の規定により、正当な理由がある場合を除き当該行為のあ

った日又は終わった日から１年を経過したときは、これをすることができな

いとされている。 

  自治法第２４２条第２項に規定する財務会計上の「行為のあった日又は終

わった日」について本件政務活動費に係る請求に当てはめて検討したところ、

「第３ 監査の実施 ５ 事実関係（２）カ」に記載のとおり、議長は、会

派から議長に提出された収支報告書及び証拠書類の写しが適正であるか審

査した後、市長に収支報告書の写しを送付している。この収支報告書の金額

が政務活動費の決算額になることから、当該行為の終わった日は、議長が市

長に収支報告書の写しを送付した日であると解される。 

   この結果、平成２８年度の政務活動費の支出については、本件請求の受



 

 

 

- 3 - 

 

付日において財務会計上の「行為のあった日又は終わった日」から１年を経

過していないことは明らかである。 

２ 本件請求は、日本共産党富士見市議団（以下「党市議団」という。）が 

平成２８年度に政務活動費を使用して株式会社きかんしに対して支払った

１８万３，４１１円について、富士見市議会政務活動費の交付に関する条例

第５条に規定する政務活動費に充てることができる経費の範囲を逸脱した

違法又は不当な公金の支出に当たると認められることから、市長は党市議団

に返還を要求するよう監査委員が勧告することを求めるものであり、自治法

２４２条第１項に定める要件を具備しているものと認め、受理することとし

た。 

 

第３ 監査の実施 

 １ 監査対象事項 

請求人が本件請求において摘示した平成２８年度政務活動費の支出につ

いて監査対象事項とした。 

 

 ２ 監査対象機関 

   富士見市議会事務局（以下「議会事務局」という。）を監査対象機関とし

た。 

 

 ３ 証拠の提出及び陳述 

   請求人に対して、自治法第２４２条第６項の規定に基づき、平成３０年 

４月２４日に証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から以下

の陳述があった。また、新たな証拠の提出はなかった。 

 （１）請求人の陳述の要旨 

   ア インターネットを見て、市の政務活動費の運用実態を知った。 

イ 政務活動費の広報費は、個人の選挙活動など政党活動に関する記載 

 内容が一切認められないこと、政務活動と政党活動とは厳格に区別され 

ていると聞いている。また、市の条例では、政務活動費の広報費の使途 

は会派の活動が対象であり、政党活動には認められていない。 

ウ 党市議団が政務活動費として支出した広報費の請求書の宛先が、日本 

共産党埼玉西部東地区委員会の気付となっていた。会派の政務活動と政 

党活動が一体で行われているが、政務活動と政党活動は厳格に区別する 

べきである。 

エ 印刷物（上記事実証明書エ。以下「本件広報紙」という。）の問い合 

わせ先が日本共産党の政党事務所になっていた。これでは読者が問い合 
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わせや相談をしようとするとき、政党の職員に直結してしまうことにな 

る。市議会議員に秘書はいないから、直接議員本人が対応すべきと思う 

が、政党の職員が対応することになってしまう。 

オ 問い合わせ先がこのように記載されている本件広報紙の支出は、政党

活動の支出であって、政務活動費の支出とはいえない。 

 

 ４ 監査対象機関の説明 

   議会事務局から平成３０年５月７日、弁明書及び証拠書類の提出を受け、

同年５月１０日に監査を実施し、以下の説明があった。 

 （１）請求の理由アに記載の主張については、認める。ただし、本件支出は、

富士見市議会政務活動費の交付に関する条例第５条に規定する政務活動

に充てることができる経費の範囲内での支出であり、適正に執行された

ものである。 

    本件広報紙は、党市議団が２０１６年３月定例議会の議案、意見書、

陳情に対する賛否表明や表決に至る考え、市政一般質問について一般市

民向けに報告しているものであり、「会派」の活動を報告したものである。

つまり、富士見市議会政務活動費の交付に関する条例第５条に規定する

政務活動に充当できる経費の範囲内での支出であり、請求人が指摘して

いる「政党活動」を記載している事実はない。 

 （２）請求の理由イに記載の事実については、否認する。日本共産党の事務

所である「日本共産党埼玉西部東地区委員会」は、政党活動を行うため

の事務所でもあるが、会派所属議員の調査研究活動を行うための事務所

でもあることから、「一体」で行われていたとはいえない。 

   「一体」とは、そもそも一つの体、同一体、一つになって分けられない

関係にあることを意味しているが、議員活動には会派所属議員としての

活動、政党活動及び後援会活動などがあり、それぞれ性質が異なる活動

である。したがって、請求人が「一体」と指摘していることは、認識の

誤りである。 

 （３）請求の理由ウに記載の事実については、否認する。本件は、会派所属

議員への連絡先の一つとして記載したものに過ぎず、「誘導すること」で

はない。 

    本件広報紙の問い合わせの連絡先に関する請求人の指摘について、政

党事務所である「日本共産党富士見市委員会」は、上記のとおり政党活

動を行うための事務所でもあるが、会派所属議員の調査研究活動を行う

ための事務所でもある。また、市役所内に設置してある「会派控室」は、

議会会期中の議員の連絡所として設置されたものであり、議会閉会中な
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ど議員が常駐していないときもある。 

 （４）請求の理由エに記載の事実については、認める。本件請求は、自治法

第２４２条第１項に規定する要件に適合するものと認める。 

  

 ５ 事実関係 

監査対象事項について、関係書類の調査及び議会事務局に対する監査によ 

り、次の事実を確認した。 

 （１）政務活動費制度について 

    政務活動費制度の根拠法は自治法であり、同法第１００条第１４項で

は、「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。」と規定し、また同条第１５項では、「前項の政務活動

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

務活動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。同条第１４項は、従前から政務調査費制度の根拠とな

っていたが、平成２４年９月の自治法改正により、「議員の調査研究に資

するため必要な経費」から「議員の調査研究その他の活動に資するため

必要な経費」へと使途が明確化されたことや、名称が「政務調査費」か

ら「政務活動費」へと変更され、さらに、同法第１００条第１６項には、

「議長は、第１４項の政務活動費については、その使途の透明性の確保

に努めるものとする。」という条項が新たに追加された。 

    この改正を受けて、当市では「富士見市議会政務活動費の交付に関す

る条例（平成２５年条例第３号）（以下「条例」という。）及び「富士見

市議会政務活動費の交付に関する規程（平成２５年議会告示第１号）（以

下「規程」という。）を制定し、これらを根拠条例等として、政務活動費

の運用を行っている。 

    なお、運用に当たっては、条例及び規程の趣旨を踏まえ、他自治体等

の事例や基準等を参考にして「富士見市議会政務活動費に関する経理方

法及び使途基準範囲の細則」（以下「細則」という。）を定め、この細則

を政務活動費の使途等の適否を具体的に判断する際の拠所としている。 

 （２）党市議団の平成２８年度政務活動費について 

   ア 平成２８年４月８日、党市議団から平成２８年度政務活動費の請求 

イ 平成２８年４月１１日、党市議団からの請求に基づく支出命令（平 
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成２８年度分９６０，０００円） 

ウ 平成２８年４月１５日、業者が請求書を党市議団宛に発行 

エ 平成２８年５月１０日、党市議団が広報費１８万円余を業者に支出 

オ 平成２９年４月２８日、党市議団が議長に収支報告書を提出 

カ 平成２９年５月３１日、市ホームページにおいて、政務活動費（平 

成２８年度分）に係る収支報告書及び領収書等の閲覧開始 

キ 平成２９年６月 ６日、議長が市長に当該収支報告書の写しを送付 

 

第４ 監査の結果 

 １ 主文  

   本件請求を棄却する。 

  

２ 理由 

   監査対象事項について、監査委員は合議により、次のとおり判断した。 

 （１）請求人の主張（請求の理由ア）について 

    請求人は、請求の理由アにおいて、「条例第５条に規定する別表によれ

ば、政務活動費の広報費は「会派」の活動が対象であり、政党活動には

認められていない」と主張する。そこで、条例第５条に規定する別表が

定める広報費の内容について検討する。 

    同別表には、広報費の内容として、「会派の調査研究活動、議会活動及

び市の政策について住民に報告し、PR するために要する経費（広報紙、

報告書印刷費、送料、会場費等）」と規定されている。また、細則第４条

第４項第１号には、「広報紙については、会派で発行する広報紙を原則と

する。」と規定し、発行者は会派とすることを原則としている。 

 一方、細則第５条第２号には、政務活動費の使途基準に該当しない経費

について規定し、「政党本来の活動に属する経費」が具体的に記載されて

いる。すなわち、「党費、党大会参加費及び賛助費、党大会参加のための

旅費、政党が主催する研修会の参加費及び旅費、会議に伴う飲食、遊興等

の経費、レクリェーション等の経費、選挙活動に伴う経費、議員個人に対

する保険加入料及びその他名目の如何を問わず議員個人に支給する経費」

が政党活動に属する経費として規定されている。 

    上記各規定は、政務活動費の使途基準を定め、充当できるものと充当

できないものとを区分するための規定であると解されるから、「政務活動

費の広報費は「会派」の活動が対象であり、政党活動には認められてい

ない」とする請求人の主張は、首肯できるものである。 

 （２）請求人の主張（請求の理由イ）について 



 

 

 

- 7 - 

 

    請求人は、請求の理由イにおいて、「会派「日本共産党」が平成２８年

（２０１６年）５月１０日付で支出した広報費１８万３，４１１円の支

出について、印刷にかかった費用の請求書は日本共産党の事務所である

「日本共産党埼玉西部東地区委員会」の気付となっており、会派の政務

活動と政党活動が一体で行われていたことが伺える」と主張している。 

    そこで、本件広報紙の印刷にかかった費用の請求書の記載事項につい

て検討する。 

    当該請求書は、株式会社きかんしが宛先を「日本共産党富士見市議団」

と記載したうえ、平成２８年４月１５日付で発行したものである。また、

同請求書には、「日本共産党埼玉西部東地区委員会気付」とも記載されて

おり、かつ、日本共産党の事務所所在地があわせて記載されていた。 

    政務活動費を充当できる広報紙の発行者は、細則第４条第４項第１号

の規定により「会派」が原則である。したがって、当該請求書の宛先が

業者によって会派である「日本共産党富士見市議団」と記載されていた

ことは、上記細則の規定に適合しており、適切に表示されているものと

認められる。 

    一方、請求人は、「請求書は日本共産党の事務所である「日本共産党埼

玉西部東地区委員会」の気付となっており、会派の政務活動と政党活動

が一体で行われていたことが伺える」と主張している。 

この主張に対して、議会事務局は、「日本共産党の事務所である「日本

共産党埼玉西部東地区委員会」は、政党活動を行うための事務所でもある

が、会派所属議員の調査研究活動を行うための事務所でもあることから、

「一体」で行われていたとはいえない」、「議員活動には会派所属議員とし

ての活動、政党活動及び後援会活動などがあり、それぞれ性質が異なる活

動である。したがって、請求人が「一体」と指摘していることは、認識の

誤りである」と説明している。 

    政務活動費の使途は、条例及び細則において、充当できる経費と充当

できない経費とに区分して運用されており、上記理由（１）でも述べた

とおり、「政務活動費の広報費は「会派」の活動が対象であり、政党活動

には認められていない」ものと解される。つまり、この解釈自体、議員

活動にはいくつかの活動の側面があり、「会派」の活動としての側面や、

政党活動としての側面があることを明示しているものといえる。本件請

求書の「日本共産党埼玉西部東地区委員会気付」の記載については、送

付先が日本共産党の事務所であったことから、政党活動としての側面を

有するものと誤解を招く余地がないともいえない。しかし、同事務所は、

日本共産党の政党活動を行うための事務所であるとともに、党市議団の
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「会派」の活動に用いる事務所でもある。さらに、請求書の宛先は会派

名である「日本共産党富士見市議団」と明記されていた。 

    以上により、請求人の主張には理由がないと認められるため棄却する。 

 （３）請求人の主張（請求の理由ウ）について 

    請求人は、請求の理由ウにおいて、「印刷物については問い合わせの連

絡先としては、全国的に政務活動費を使用する場合一般的に使われる市

役所庁舎内の控室の電話番号・内線番号、所属議員の連絡先も一切記載

されず、連絡先は政党事務所である「日本共産党富士見市委員会」のみ

の記載となっている。手に取った読者が意見・問い合わせ等をしようと

すると議員ではなく政党事務所のみへと誘導することとなり、これでは

政党活動への支出といわざるを得ない。よって政務活動費による支出は

不適当といえる」と主張する。 

    この主張に対して、議会事務局は、「本件は、会派所属議員への連絡先

の一つとして記載したものに過ぎず、「誘導すること」ではない。連絡先

に関する請求人の指摘について、政党事務所である「日本共産党富士見

市委員会」は、政党活動を行うための事務所でもあるが、会派所属議員

の調査研究活動を行うための事務所でもある。また、市役所内に設置し

てある「会派控室」は、議会会期中の議員の連絡所として設置されたも

のであり、議会閉会中など議員が常駐していないときもある」と説明し

ている。 

そこで、先ず、本件広報紙の記載内容全体について検討する。 

    本件広報紙は、党市議団が発行した「日本共産党富士見市議団議会報

告２０１６年４月号」である。同広報紙には、連絡先として「日本共産

党富士見市委員会」と記載されており、あわせてその所在地、電話番号

及びｆａｘ番号が記載されていた。連絡先を除く本件広報紙の内容自体

は、２０１６年３月定例議会の報告として構成されており、２０１６年

度一般会計予算案、条例案、大規模工事に関する議案、陳情案件等に対

する党市議団の見解や対応並びに会派所属議員の一般質問に関する事項

等について記載されていた。すなわち、本件広報紙の内容自体は、会派

の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PR する

ための内容となっており、条例第５条に規定する別表で定める政務活動

費を充当することができる広報費の内容に適合しており、同別表の規定

の範囲内で作成し発行されたものと認められた。 

    一方、請求人が主張する「広報紙の連絡先の記載方法」については、

政務活動費の広報費の使途範囲を定める条例第５条に規定する別表及び

細則第４条第４項に規定は存在せず、政務活動費の使途範囲以外の経費
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を定める細則第５条各号にも規定は存在しなかった。さらに、「広報紙の

連絡先の記載方法」に関する議会の申し合わせ等についても、特に存在

しないことが確認された。 

    ところで、裁判例では「政務調査費条例及び政務調査費規程の定め並

びにそれらの趣旨に照らすと、政務調査費条例は、政務調査費の支出に

使途制限違反があることが収支報告書等の記載から明らかにうかがわれ

るような場合を除き、監査委員を含め区の執行機関が、実際に行われた

政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち入ってその使途制限適合性

を審査することを予定していないと解される」（最高裁平成２１年１２月

１７日判決）と判示している。また、他の裁判例では、「政務調査費交付

制度の趣旨からすると、調査研究活動の手段方法及び内容の選択に当た

っては、議員の自主性及び自立性を尊重すべき要請も存在することから、

いかなる手段方法によりいかなる調査研究活動を行うかは、原則として、

県政に関する諸事情等に対応した議員の裁量的判断に委ねられているも

のと解するのが相当であり、個々の支出が使途基準に照らし必要性又は

合理性を欠くなど、その裁量権を逸脱又は濫用した場合に限り、違法と

なるというべきである」（神戸地裁平成２０年９月２５日判決、大阪高裁

平成２１年３月２６日判決同旨）と判示している。 

    以上の裁判例によれば、政務活動費制度については、議会・会派の自

主性及び自立性を尊重する制度となっているから、これを本件に当ては

めてみると、広報紙の連絡先をどのように記載するかは、議会各会派の

裁量権の範囲内にあり、その自主性に委ねられているものというべきで

ある。 

    上記理由（２）でも述べたとおり、日本共産党埼玉西部東地区委員会

は、日本共産党の政党活動を行うための事務所であるとともに、党市議

団の「会派」の活動に用いる事務所でもある。党市議団が本件広報紙の

連絡先を日本共産党埼玉西部東地区委員会としたことは、日本共産党の

事務所であったことから、政党活動としての側面を有するものと誤解を

招く余地がないともいえない。しかし、同事務所が一方で本件広報紙を

発行し、これに対する市民からの市政や議会活動に対する要望や意見を

汲み上げる活動拠点になり得ると考えることもできるから、本件広報紙

の内容如何によらず、連絡先の記載方法のみをもって本件政務活動費の

支出が政党活動への支出であるとはいえない。 

    以上により、請求人の主張には理由がないと認められるため棄却する。 

 （４）請求人の主張（請求の理由エ）について 

請求人は、請求の理由エにおいて、「政務活動費の収支報告書は平成 
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２９年４月２８日に富士見市議会議長あてに提出され、それ以降に市議

会のウェブサイトに公開された。請求者が上記事実を知ることができたの

はその日以降であり、まだ１年が経過していない」と主張する。 

この主張に対して、議会事務局は、「本件請求は、自治法第２４２条第

１項に規定する要件に適合するものと認める」と説明している。 

住民監査請求の請求期間については、上記「第２ 請求の要件審査１」

において判断したとおりである。 

 （５）結論 

    以上により、平成２８年度に党市議団が広報費として政務活動費を使

用した１８万３，４１１円については、政務活動に充てることができる

経費の範囲を明らかに逸脱するものと認められず、違法又は不当な公金

の支出であるとはいえない。 

    よって、本件請求には理由がないと認め、自治法第２４２条第４項の

の規定により主文のとおり決定する。 

 

 

（資料）富士見市職員措置請求書の写し（省略） 


