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記 

第１ 監査の請求 

１ 請求人 

1名（氏名は省略） 

 

２ 監査請求書の提出 

平成 29年 4月 13日 

 

３ 監査請求書の記載内容 

第１ 請求の要旨 

   １ 違法・不当な公金支出 

     被請求人、伊豆丸精二・黒田征樹・札場泰司・水ノ上成彰・米田敏

文・池尻秀樹の各堺市市議会議員は、政務活動費の調査研究費の使途

において、かかる被請求人の所為は、堺市議会政務活動費の交付に関

する条例第 5条 2に反する使途であり、地方自治法 2条 14項が「事務

処理にあたって最少の経費で最大の効果を挙げるべきこと」を求め、

地方財政法 4 条 1 項が「地方公共団体の経費は、その目的を達成する

ための必要且つ最少の限度をこえてこれを支出してはならない」、と定

めていることに反し、違法かつ不当であるので、支出の返済及び、民

法に定める年 5％の利息につき、監査委員は堺市長に対し、返還を求め

る措置を講ずるよう、勧告することを求める。 

     以下、理由を具体的に述べる。 

 

   ２ 理由 

(1) 伊豆丸精二 合計 5000円 

     ア 調査研究費 5000円（甲第 1号証） 

       被請求人の支出した当該調査研究費は、2015年 7月 14日付「大

阪府．兵庫県．府県政令市議員合同勉強会」（以下勉強会とする）

である。 

       当該勉強会については、他の議員も参加しており、その様子を

池下卓（維新）府議（高槻市及び三島郡選挙区）ブログ、2015 年

07 月 15 日 10:41 付け、「府県を越えての勉強会、新たな動きへ」

（ http://blog.livedoor.jp/ikeshitataku/archives/5069734.ht

ml）より以下転載する。 

        7月 14日、大阪市内のホテルにて『大阪府．兵庫県．府県政令

市議員合同勉強会』を大阪維新の会主催で開催しました。 
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近頃、メディア各位から『関西維新の会』立ち上げか？との報

道がなされています。 

       しかし、今回のテーマは『国際コンテナ戦略港湾政策について』 

       大阪維新の会府議会議員団では約 4 年近くまえから港湾改革プ

ロジェクトチームを主催し、物流改革、経済の活性化のために活

動してきました。 

       今回は都道府県を越えての勉強会。我々はまずは大阪府市の統

合が第一ステップ、そして大阪湾は繋がっているわけですから兵

庫県まで含めた広域化をしていく必要があると考えています。 

       最終目的地は港湾法などを改正して港を公設民営化し、機動的

な港湾経営をしていくこと。まずは、現行法制化の下での新しい

仕組みを作っていきたい（新港務局）。 

       昨年の 9 月議会では他会派の反対によりストップが掛かってい

ますが、訴えながら行動することが大事だと考えます。 

       数年前、大阪維新の会のプロジェクトチームのメンバーと国交

相の港湾局長へ出向き、また当時東京の日本維新の会の国会議員

のメンバーにも法制化を進めるよう訴えてきました。しかしなが

ら法制化にはまだまだハードルが高い？のか進んでいません。 

       維新の会は地方から日本を変えていくということを訴えてきま

した。都構想は否決されたとしても目標は変わるわけではありま

せん。あらゆる手段を講じて、目標実現のために進めていく必要

があります。 

       勉強会の後のメディアクローズの懇親会では松井一郎幹事長が

冒頭挨拶。 

       大阪以外の都道府県では、維新の会で選挙を戦ったのはこの 4

月が初めて。 

       この選挙は『身を切る改革』を訴えて戦ってきたはず。橋下徹

代表が政治から身を引くことが決まっている中、保身ではなく身

を切って結果、実績を残していくことが大事だ。大阪ではこれま

でやってきた。議会で少数派の維新が多いと思うが、少ない中で

も声をあげていかなければならないとのこと。 

       先日の代表選の方法についても言及した上で、国会議員を頂点

としたピラミッド型は自民と民主で十分。 

       地方を軽視するのであれば、地方が中心となって……する時も

あるかもしれない。 

       今後の展開はどうなるのか？今朝も近所の方に聞かれましたが
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腰を落ち着けて政策実現のため進めていくと同時に決まれば、一

気呵成に突き進むという柔軟性が必要であると思います。 

（引用ここまで） 

       本研修会は、維新の会政党内の集会であり、公に開かれたもの

ではなく、支払った金銭は、伊豆丸市議が所属する政党、大阪維

新の会へと還流するものである。 

       それは「堺市議会政務活動費の運用指針」（以下運用指針とす

る）における「条例第 5 条第 3 項において、充当禁止経費」と例

示されている、「政党大会への出席に要する経費及び党大会賛助

金等に要する経費・政党組織の事務所の設置及び維持に要する経

費」を定めた趣旨と相違ない。 

       これは、8 月 10 日に開催され、伊豆丸氏を含め、多数の維新会

派議員が支出を行っている、百舌鳥・古市古墳群世界遺産登録推

進議員連盟総会 1000円（5000円のうち）と異なる。 

       後者は「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化遺産登録を推進する

議員連盟会長 谷垣禎一（自由民主党）、副会長 平野博文（民主

党）、副会長 竹本直一（自由民主党）、副会長 馬場伸幸（維新

の党）、幹事長 北側一雄（公明党）と、超党派かつ地域を超えた

議員連盟であり、公に開かれたものである。 

       また、そのような解釈が、維新会派内でも一般的であり、本件

支出が違法であるとみなされる証拠として、本件勉強会に維新市

議団は全員参加していたと推定できるが、他 12名の誰も当該研修

会費用を政務活動費からは支出していないことをあげる。 

       よって、本件支出は違法である。 

 

    (2) 黒田征樹 合計 59万 0066円 

     ア 固定電話・プロバイダー代金 8万 4994円（甲第 2号証） 

       これについては、4・5月分（甲第 3号証）は 80％按分だが、以

降は按分なしとの齟齬がみられる。 

       黒田市議が支出の 80％を按分している他の例としては、自動車

リース・保険料、ガソリン代、事務所賃料、灯油代、PC（2016.1.4）

があり、理由は、「一部政党使用」である。 

       事務所賃料が按分なされているのであれば、事務所内に設置さ

れている備品についても、同様の解釈がなされるがゆえに、他の

備品についても同様の按分がなされているのであり、按分がなさ

れない矛盾がある備品については、以下、イないしウの支出につ
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いても、全て違法な支出である。 

     イ wifi及び i-pad通信費 12万 7072円（甲第 4号証） 

       同通信を行うための必須機器である wifiルーター購入時（甲第

5号証）は 80％按分となっており、整合性に欠ける。 

     ウ 人件費 37万 8000円（甲第 6号証） 

       黒田市議は、事務所家賃（甲第 7 号証）において 80％按分とし

ている。 

       また、同人と同会派の青谷、井関、米田各市議は 50％、三宅市

議は 60％、池田市議は 75％按分を人件費に対して行っており、こ

れら各市議らと比して、どのような按分を行う必要のない勤務実

態であるかが明らかでない。 

     エ 参考として、黒田市議と同会派である各維新議員における、按

分率が 80％未満のものを列挙する。 

         運用指針「政務活動費を充てることができる経費の範囲の考え

方」における共通項目では、「使用割合が明らかでない場合の按分

比率の上限・上限を 8割として充当できる」とある。 

         しかし、以下のように黒田氏と同じ維新会派内であってすら、

前述アないしウと同種の支出については、按分がなされているの

であり、黒田市議においては、按分がなされていない理由につい

ての説明もなされておらず、80％以上を政務活動費をもって充て

ることのできない後援会・政党・私的活動経費として支出された

と疑われる悪質性をはらみ、違法かつ不当であるのは明らかであ

る。 

         青谷幸浩  50％ 人件費、HP維持管理費 

池田克史  50％ ワイヤレスマイク、コピー代、HP 更新・管

理料、ガソリン代 

               75％ 事務所賃料、人件費、封筒代 

         伊豆丸精二 25％ ワイモバイル通信費 

50％ ガソリン代、携帯電話代 

70％ 事務所賃料 

井関貴史  50％ 事務所賃料、駐車場代、人件費、ガソリン

代、輪転機、ごみ処理代、携帯・固定電話代、

水道光熱費、電球やインク等事務備品、HP 管

理料 

75％ チラシ及び郵送代 

上村太一  50％ HP 保守料、携帯電話代、ガソリン代、車両
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整備諸費用 

         西田浩延  50％ ガソリン代、インターネット回線使用料、

自動車リース代、駐車場代 

         札場泰司  1/12 看板代 

50％ ガソリン代、HPドメインサーバー更新料 

的場慎一  50％ ガソリン代 

         水ノ上成彰 33％ プロバイダー切替及び年会費 PC3台分 

50％ 広報版代金 

         三宅達也  50％ 携帯電話代、ガソリン代 

60％ 人件費 

               70％ 事務所賃料、駐車場代、固定電話代、光ネ

ット及び FAX 代、水道光熱費、文房具費、PC

デスク（8月 2日） 

         米田敏文  50％ 人件費、事務所賃料、光熱水道費、固定電

話代、インターネットプロバイダー代、ガソ

リン代、名刺代 

 

      (3) 札場泰司 合計 37万 1980円 

       ア 事務所電話代 4万 6942円（甲第 8号証） 

       イ 看板代 8676円（甲第 9号証） 

       ウ チラシ印刷・ポスティング代等 31万 6362円（甲第 10号証） 

以上については、「使用割合が明らかでない場合の按分比率の

上限 80％」とされる按分率についての説明もなされておらず、そ

れ以上を政務活動費をもって充てることのできない後援会・政

党・私的活動経費として支出されたと疑われる悪質性をはらみ、

違法かつ不当であるのは明らかである。 

 

      (4) 水ノ上成彰 合計 52万 6398円 

ア 都構想アンケート 35万 5198円（甲第 11号証） 

       本件で問われているのは、同年 5月 17日に行われた大阪市と府

を同一自治体とする「大阪都構想」と称される住民投票について

である。 

当該投票について、堺市は一切の関係がない。 

       また「大阪都構想」について提起している政治組織は水ノ上氏

が属する大阪維新の会のみであり、よって本件支出は、純然たる

政党活動経費にあたり、運用指針における「条例第 5 条第 3 項に
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おいて、充当禁止経費」と例示されている違法な支出である。 

     イ 新しい歴史教科書をつくる会年会費 6千円（甲第 12号証） 

       当該団体は、自由社から『新しい歴史教科書』『新しい公民教科

書』を出版し、2015年に文部科学省の検定に合格。 

       私立ではいずれか一方だけの採択を含めて全国で 8 中学校が採

択されているものの、国公立では採択がなされていない。 

堺市においても、過去を含め、採択がなされたことはない。 

       そのような「教科書」やその解説書を購入すること程度までは

政務活動と言える余地はあるものの、出版や採択を望む私的な団

体への会費については、「条例第 5条第 3項において、充当禁止経

費」と例示されている、個人の立場で加入している団体などに対

する会費等にあたる。 

よって本件支出は、違法である。 

     ウ 市政報告印刷費 15万 4400円（甲第 13号証） 

       当該チラシは、水ノ上市議の属する政党である大阪維新の会の

ロゴや、市議の所属政党について等が記されており、他の会派議

員らは少なくとも 80％按分がなされているものである。（甲第 14

号証） 

       水ノ上市議は、本件チラシにおいてのみ、按分がなされていな

い乖離について、説明責任があるが、それは示されておらず、80％

以上を政務活動費をもって充てることのできない後援会・政党・

私的活動経費として支出されたと疑われる悪質性をはらみ、違法

かつ不当であるのは明らかである。 

     エ HP管理・更新料 1万 800円（甲第 15号証） 

       前述ウ同様、本件 HPにおいても維新の党ロゴや市の所属につい

て党が記載されているが、他の維新会派議員と異なり按分がなさ

れていない理由について、氏による明確な説明がなされておらず、

支出は不当である。 

 

      (5) 米田敏文 合計 35万 3539円 

ア 携帯電話代（本体含む） 13万 6680円（甲第 16号証） 

       前述(2)エにおいて提示のように、米田市議は支出の殆どについ

て 50％按分がなされている。 

       これは携帯電話代と同種の通信費においても、固定電話代、イ

ンターネットプロバイダー代では按分がなされているのであり、

携帯電話代及び本体だけが政務活動だけに供されているとの説明
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がなされておらず、支出は不当である。 

     イ 冷蔵庫代 1万 584円（甲第 17号証） 

       事務所備品においても事務所賃料が 50％按分なされている以上、

同等の按分がなされなければ、整合性に欠けるものである。 

       また、一般的に冷蔵庫の利用については、事務所の主たる常駐

者である米田市議やスタッフが利用する飲食物に対して使用して

いるとみなされる。 

       按分がなされていないことについては、常時市民が来訪し、冷

蔵庫を使用しているとの高度の蓋然性を証明する必要がある。 

     ウ 掛け時計代 2200円（甲第 18号証） 

       イと同様の理由から、事務所賃料と同様の 50％按分すべきであ

る。 

     エ お茶代 9675円（甲第 19号証） 

       イと同様に、これら飲料が全て市民に対して配布されたとの高

度の蓋然性を証明する必要がある。 

       また、米田市議については、2014 年 12 月 25 日付「堺市監査委

員公表第 58号」において、同様飲食物に対する支出があり、監査

請求人の指摘に対し、一切の弁明もなく返還した前歴がある。 

     オ HP修正及び PC関連業務委託代金 19万 4400円（甲第 20号証） 

       当該 HPは、米田市議の属する政党である大阪維新の会のロゴや、

市議の所属政党について等が記されており、他の会派議員らは前

述(2)エにおいて示したように、また他の米田市議と同会派の青

谷・池田・上村・札場市議においては、HP維持管理費を 50％按分

としている。 

       そして、米田市議自身においても HPを管理する PC購入代金（甲

第 21号証）及びそれに接続するインターネットプロバイダー代（甲

第 22 号証）、通信機器としての i-pad4 ケース代（甲第 23 号証）

について、50％按分としており、整合性に欠ける。 

       また、同会派内において、米田市議のみが HP管理につき、業者

ではなく個人への委託となっている。 

       これは個人情報保護法を利用し、支払先を墨塗りによって市民

の目から隠蔽する意図をもって、あえて個人に委託したのではな

いかと推測され、私人間契約として、金額の正当性や当該金額に

よる金銭の支払いが疑わしい。 

 

      (6) 池尻秀樹 合計 14万 8940円 
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ア 南大阪振興促進議員連盟会費 2万 4千円（甲第 24号証） 

       当該組織は、堺市以南の大阪府下、自民系市議らによる団体で

ある。 

       勉強会のような体裁をとってはいるものの、その内実は未だか

つて政策提言を各自治体議会で行うこともないもので、田中学（自

民）貝塚市議ですら、“親睦会”と公言している集まりであり、政

務活動費として支出できる性質の会ではない。 

       この見解については、他の会員も合意しており、堺市議におけ

る池尻市議以外の他の会員において、同会費を政務活動費支出し

た者はいない。 

     イ 米カリフォルリニア州サンフランシスコ市への慰安婦撤去要請

視察費 12万 4940円（甲第 25号証） 

       池尻市議は、本視察について、大綱質疑を行った旨、出張報告

書に記載する。 

       確かに、平成 26 年第 4 回定例会―12 月 04 日‐02 号において、

池尻氏は、本件視察内容について意見を発してはいる。 

       しかし、それは単なる独自の意見の発露であり、質問ではない。 

       その証拠として、当該大綱質疑での 36番（池尻秀樹君）（P.115）

発言の後、市長（竹山修身君）、市民人権局長（谷口裕子君）、文

化観光局長（笠谷実君）、建設局長（柴信君）、総務局長（中谷省

三君）、建設局長（柴信君）、文化観光局長（笠谷実君）、健康福祉

局長（中野博文君）、総務局長（中谷省三君）の順に答弁がなされ

るが、誰一人として慰安婦に触れた回答はなく、その後の池尻市

議の追加質問においても慰安婦に関する質問はなされていない。 

       よって、本件視察が大綱質疑に必要であったとの説明とはなり

えないのである。 

       慰安婦について、調査等を行うのであれば、当事者が現存し、

資料等も豊富な韓国へ行くならまだしも、単に韓国系の人々が居

住し、慰安婦とされたシンボルとしての少女像が存在するだけの

米国に行くのは、像の撤去運動でしかなく、堺市の政務と何ら関

係がない。 

       少女像の設置がなされていることが視察目的地選定理由となる

のであれば、本件視察地であるカリフォルニア州サンフランシス

コ市のみならず、米国内では同州グレンデール市、ミシガン州デ

トロイト市、豪州ではシドニー近郊、ドイツではヴィーゼント市

も視察先として容認されることになる。 
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       そのような少女像の設置地であることだけをもって、税による

多額の経費を要する海外視察先として相応しいはずがないのは論

を待たない。 

       また同定例会では、池尻議員以外にも慰安婦に関する質問や議

案が提出されている。 

       12月 05日‐03号では、26番（山口典子君）（P.159）が、「先般、

堺市西文化会館において開催された、検証・いわゆる従軍慰安婦

展について、貸し館の概要と経緯を教えてください。」として、ヘ

イトクライムに通ずる 4 特会関係者団体への貸館について市の姿

勢を質している。 

       12 月 19 日-05 号には、16 番（上村太一君）が、「議員提出議案

第 39号平成 21年議員提出議案第 26号が決定的な根拠を失ったこ

とを確認し、『慰安婦』問題に関する適切な対応を求める決議につ

いて、提案会派であります大阪維新の会堺市議会議員団を代表し

て提案理由の説明を求めます。」として、議案を提出し、否決され

ている。 

       この議案については、28 番（石本京子君）も「ただいま議題と

なりました議員提出議案第 39号平成 21年議員提出議案第 26号が

決定的な根拠を失ったことを確認し、「慰安婦」問題に関する適切

な対応を求める決議案について、日本共産党を代表して意見を申

し述べます。」と反対討議を行っている。 

       これらいずれの市議も慰安婦に関して、海外視察を行ってはい

ない。 

       更に、池尻市議においては、2014 年 3 月 7 日付で、同じく慰安

婦像撤去運動として米国カリフォルニア州グレンデール市を政務

活動費による支出で訪れているが、請求人の指摘により、監査請

求を行うまでもなく支出を取り消している（甲第 26号証）もので

あり、本件支出との整合性がない。 

 

   ３ 結論 

     以上の点から、被請求人伊豆丸精二・黒田征樹・札場泰司・水ノ上

成彰・米田敏文・池尻秀樹の各堺市市議会議員に支給された政務活動

費の支出は、堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 5 条 2 に反す

る使途であるとともに、地方自治法 2条 14項、地方財政法 4条 1項に

照らし合わせても違法・不当である。 
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第２ 求める措置 

監査委員は堺市長に対し、次の措置を講ずるよう、勧告することを求

める。 

堺市長は、被請求人に支給された政務活動費についての人件費、広報・

広聴費、事務・事務所費、資料購入費の合計 199万 5923円を、被請求人

に対して返還させるよう勧告せよ。 

 

   以上の通り、地方自治法 242 条 1 項に基づき、事実証明書類を付して監

査委員に対し、本請求をする次第である。 

 

事実証明書類 

（以下に関する各領収書の写し） 

甲第 1号証 1ないし 2 伊豆丸精二市議による調査研究費    各 1通 

甲第 2号証 1ないし 9 黒田征樹市議による固定電話・プロバイダー代金 

各 1通 

甲第 3号証 同市議による固定電話・プロバイダー代金（4月分） 1通 

甲第 4号証 1ないし 11 同市議による wifi及び i-pad通信費  各 1通 

甲第 5号証 同市議による wifiルーター購入代金         1通 

甲第 6号証 1ないし 11 同市議による人件費          各 1通 

甲第7号証 同市議における事務所家賃             1通 

甲第 8号証 1ないし 9 札場泰司市議における事務所電話代     1通 

甲第9号証 同市議における看板代               1通 

甲第 10号証 1ないし 2 同市議におけるチラシ印刷・ポスティング代等 

各 1通 

甲第 11号証 1ないし 4 水ノ上成彰市議における都構想アンケート費用 

各 1通 

甲第12号証 同市議における新しい歴史教科書をつくる会年会費  1通 

甲第 13号証 1ないし 2 同市議における市政報告印刷費      1通 

     甲第 14 号証 1 ないし 3 黒田・米田両市議におけるチラシ・ポスティン

グ代                              1通 

甲第 15号証 水ノ上成彰市議における HP管理・更新料      1通 

甲第 16号証 1ないし 12 米田敏文市議における携帯電話代（本体含む） 

各 1通 

甲第17号証 同市議における冷蔵庫代              1通 

甲第18号証 同市議における掛け時計代             1通 

甲第 19号証 1ないし 2 同市議におけるお茶代         各 1通 
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甲第 20号証 1ないし 10 同市議における HP修正及び PC関連業務委託代

金                              各 1通 

甲第 21号証 同市議における PC購入代金            1通 

甲第22号証 同市議におけるインターネットプロバイダー代    1通 

甲第 23号証 同市議における i-pad4ケース代          1通 

甲第24号証 池尻秀樹市議における南大阪振興促進議員連盟会費  1通 

     甲第 25 号証 1 ないし 3 同市議における米カリフォルリニア州サンフラ

ンシスコ市への慰安婦撤去要請視察費               1通 

     甲第 26 号証 1 ないし 4 同市議における米カリフォルリニア州グレンデ

ール市への慰安婦撤去要請視察費                 1通 

以上 

（原文のとおり。なお、事実証明書類の掲載は省略した。） 

 

第２ 監査の実施 

１ 要件審査及び請求の一部受理 

  監査の実施に当たり、本件監査請求が地方自治法第 242 条第 1 項に規定

する住民監査請求の要件を具備しているか否かについて審査を行った。 

 この結果、本件請求のうち監査請求書に記載された第１の２の(1)伊豆丸

議員のア 調査研究費、(4)水ノ上議員のア 都構想アンケート、イ 新しい

歴史教科書をつくる会年会費については、債権管理の権限を有する市長に、

違法不当に支出された政務活動費の返還請求を怠る事実があることを主張

するものと解されることから、住民監査請求の要件を具備していると認め、

平成29年4月25日にこれを受理した。 

しかし、監査請求書に記載された(2)黒田議員のア 固定電話・プロバイ

ダー代金、イ wifi 及び i-pad 通信費、ウ 人件費、(3)札場議員のア 事務

所電話代、イ 看板代、ウ チラシ印刷・ポスティング代等、(4)水ノ上議員

のウ 市政報告印刷費、エ HP 管理・更新料、(5)米田議員のア 携帯電話代

（本体含む）、イ 冷蔵庫代、ウ 掛け時計代、エ お茶代、オ HP 修正及び

PC 関連業務委託代金、(6)池尻議員のア 南大阪振興促進議員連盟会費、イ 

米カリフォルニア州サンフランシスコ市への慰安婦撤去要請視察費につい

ては、受理することができないものと判断した。以下に理由を示す。 

なお、池田克史監査委員、池尻秀樹監査委員（平成29年5月31日退任）、

吉川守監査委員（同年6月1日就任）は、地方自治法第199条の2の規定によ

り除斥となった。 

 

(1) 住民監査請求について 
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    住民監査請求とは、普通地方公共団体の住民が、当該普通地方公共団

体の執行機関又は職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産

の取得、管理若しくは処分、契約の締結等の財務会計行為があると認め

るとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産

の管理を怠る事実（以下「怠る事実」という。）があると認めるときに、

これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を

防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為

若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補

填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度で

ある（地方自治法第 242条）。 

    したがって、住民監査請求においては、普通地方公共団体の執行機関

又は職員による個別具体的に特定された財務会計行為又は怠る事実（以

下「当該行為等」という。）について、違法性又は不当性が主観的に思料

されるだけでなく、具体的な理由により当該行為等が違法又は不当であ

ることを摘示する必要があり、請求人において違法又は不当な事由を特

定認識できるように個別的、具体的に主張し、これらを証する書面を添

えて請求する必要がある。住民監査請求書にこのような個別的、具体的

な事由が記載されていない場合は、適法な住民監査請求として受理する

ことができないものである。 

 

(2) 本件請求について 

    本件請求は、伊豆丸議員、黒田議員、札場議員、水ノ上議員、米田議

員及び池尻議員に支給された政務活動費の支出は、堺市議会政務活動費

の交付に関する条例（以下「条例」という。）第 5条第 2項に反する使途

であるとともに、地方自治法第 2条第 14項、地方財政法第 4条第 1項に

照らし合わせても違法・不当であるとして、市長に、違法・不当に支出

された政務活動費及び民法に定める年 5％の利息を各議員に対して返還

請求することを求めている。 

 

   ア 黒田議員 

     請求人は、固定電話・プロバイダー代金、wifi 及び i-pad 通信費、

人件費について、按分がなされていない理由についての説明もなされ

ておらず、80％以上を政務活動費をもって充てることのできない後援

会・政党・私的活動経費として支出されたと疑われる悪質性をはらみ、

違法かつ不当であるのは明らかであると主張しているが、これに係る

事実証明書が監査請求書に添付されておらず、請求人の主観的な見解
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といわざるを得ない。 

   イ 札場議員 

     請求人は、事務所電話代、看板代、チラシ印刷・ポスティング代等

について、按分率についての説明もなされておらず、それ以上を政務

活動費をもって充てることのできない後援会・政党・私的活動経費と

して支出されたと疑われる悪質性をはらみ、違法かつ不当であるのは

明らかであると主張しているが、これに係る事実証明書が監査請求書

に添付されておらず、請求人の主観的な見解といわざるを得ない。 

   ウ 水ノ上議員 

     請求人は、市政報告印刷費、HP 管理・更新料について、按分がなさ

れていないことについて、説明責任があるが、それは示されておらず、

政務活動費をもって充てることのできない後援会・政党・私的活動経

費として支出されたと疑われる悪質性をはらみ、違法かつ不当である

のは明らかであると主張しているが、これに係る事実証明書が監査請

求書に添付されておらず、請求人の主観的な見解といわざるを得ない。 

   エ 米田議員 

     請求人は、携帯電話代（本体含む）について、政務活動だけに供さ

れているとの説明がなされておらず、支出は不当であると主張してお

り、冷蔵庫代、掛け時計代、お茶代について、一般的に、事務所の主

たる常駐者である米田市議やスタッフが使用しているとみなされると

主張しているが、これらに係る事実証明書が監査請求書に添付されて

おらず、請求人の主観的な見解といわざるを得ない。 

     また、HP 修正及び PC 関連業務委託代金について、HP を管理する PC

購入代金及びそれに接続するインターネットプロバイダー代、通信機

器としての i-pad4ケース代を 50％按分としており、整合性に欠けると

主張しているが、具体的な違法性・不当性が主張されていなかった。

また、違法性・不当性を具体的に示す事実証明書が監査請求書に添付

されていなかった。 

   オ 池尻議員 

     請求人は、南大阪振興促進議員連盟会費について、当該組織は、勉

強会のような体裁をとってはいるものの、政務活動費として支出でき

る性質の会ではないと主張しているが、これに係る事実証明書が監査

請求書に添付されておらず、請求人の主観的な見解といわざるを得な

い。 

     また、米カリフォルニア州サンフランシスコ市への慰安婦撤去要請

視察費について、池尻市議は、本視察について、大綱質疑を行った旨、
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出張報告書に記載しているが、本件視察が大綱質疑に必要であったと

の説明とはなりえないと主張している。しかし、当該支出の具体的な

違法性・不当性が主張されておらず、これに係る事実証明書が監査請

求書に添付されていなかった。 

 

    以上のことから、前記アからオまでについては、本件請求において違

法性・不当性の個別的、具体的な主張がなされているということはでき

ないものである。 

 

２ 請求人の証拠の提出及び陳述 

請求人から、地方自治法第 242 条第 6 項に規定する証拠の提出及び陳述

を行わない旨の申出が平成 29 年 4 月 25 日にあったことから、請求人陳述

等は実施しなかった。 

 

３ 監査対象部局 

財政局（財政部 財政課）、議会事務局（総務課） 

 

４ 監査対象部局からの事情聴取等 

本件請求のうち受理した部分（以下「本件請求の受理部分」という。）に

ついて、平成 29 年 4 月 25 日に市長に対して請求に係る意見書の提出を求

めた。また、同年 5月 18日、監査対象部局の職員から、本件請求の受理部

分に関する事実及び意見について事情を聴取した。 

それらの概要は以下のとおりである。 

(1) 事情を聴取した者 

（財政局）財政局長、財政部長、財政課長ほか 

（議会事務局）議会事務局長、議会事務局次長、議会事務局副理事兼総

務課長ほか 

 

(2) 本件請求の受理部分に関する市長等の意見等 

    ア 伊豆丸精二議員は、平成 29 年 4 月 18 日付けで、監査対象となって

いる調査研究費（整理番号 9 大阪府・兵庫県 府県政令市議員合同勉強

会会費）の支出を取り消す旨の収支報告書等の訂正を行った。このこ

とにより、残余の額が生じることを確認し、平成 29 年 4 月 26 日付け

で、当該額に対する政務活動費の返還請求を行い、平成 29 年 4 月 28

日付けで返還されたことを確認したため、請求人の主張には理由がな

くなったものと考える。 
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      水ノ上成彰議員は、平成 29年 5月 9日付けで、監査対象となってい

る調査研究費（整理番号 9  新しい歴史教科書をつくる会年会費）の支

出を取り消す旨の収支報告書等の訂正を行った。このことにより、残

余の額が生じることを確認したため、平成 29 年 5 月 17 日付けで、当

該額に対する政務活動費の返還請求を行い、その返還が確認できた場

合、請求人の主張には理由がなくなるものと考える。また、調査研究

費（整理番号 4 住民アンケート調査委託費）については、議員の説明

等を前提とすれば、請求人の主張には理由がないと考える。 

イ 水ノ上議員に係る調査研究費（整理番号 4 住民アンケート調査委託

費）について、議員が実施した住民アンケートは、いわゆる大阪都構

想の住民投票についてではなく、堺市民に大阪都構想の賛否等を問う

た内容となっている。大阪都構想は、大阪市のみならず、堺市その他

大阪市周辺の市域をも対象とするものとして構想されたものであるこ

とから、本市議会においても過去に議論が交わされてきた経過がある。 

政務活動とは、会派又は議員が行う調査研究等、市政の課題及び市

民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図

るために必要な活動であるが、議員に確認したところ、当該アンケー

ト調査は、政党からの指示や依頼を受けて実施したものではなく、議

員の発意により行い、また議員のホームページにもその結果を掲載し

ているとのことから、本件支出は、請求人が主張する純然たる政党活

動経費に当たるとは言えないと考える。 

請求人は、「本件で問われているのは、2015 年 5 月 17 日に行われた

大阪市と府を同一自治体とする「大阪都構想」と称される住民投票に

ついてである。当該投票について、堺市は一切の関係がない。」と主張

している。 

「大都市地域における特別区の設置に関する法律」によれば、道府

県及び市町村議会の議決を経て特別区設置協議会を設置し、作成され

た特別区設置協定書をそれぞれの議会で承認された後、関係市町村に

おける住民投票を経た上で、道府県内に特別区を設置することができ

る。同法に基づき大阪市の住民投票により大阪府に特別区が設置され

た場合には、堺市は同法による隣接する市町村に含まれることになる。 

こうした事実を背景に、平成 25年の堺市長選挙では大阪都構想への

堺市の参加の是非が争点の一つとなったところである。 

次に、請求人は「「大阪都構想」について提起している政治組織は水

ノ上氏が属する大阪維新の会のみであり、よって本件支出は、純然た

る政党活動経費にあたり、運用指針における「条例第 5 条第 3 項にお
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いて、充当禁止経費」と例示されている違法な支出である」と主張し

ている。 

水ノ上議員は大阪維新の会に所属しており、「大阪都構想」を主張し

ているのは大阪維新の会であることは事実である。 

この点について、議員に確認したところ、「当該アンケートは、大阪

維新の会から依頼されたものではなく、市議会議員である私が発意し

て行ったもので、結果も私のホームページでのみ公開している。他の

維新の会の議員が同様のアンケートを行ったとは聞いていない」旨の

説明があった。 

議員の説明の立証はあくまで議員に委ねられるものであるが、議員

の説明を前提とすれば、請求人の主張する「「大阪都構想」について提

起している政治組織は水ノ上氏が属する大阪維新の会のみ」であると

しても、「よって本件支出は、純然たる政党活動経費にあたる」とは明

確には言えず、政務活動費条例の規定に明らかに違反しているとまで

は言えないと考える。 

 

５ 関係人調査 

(1) 伊豆丸議員 

ア 文書による質問及び回答について 

平成 29年 4月 25日に、地方自治法第 199条第 8項の規定に基づき、

本件住民監査請求に係る関係人である伊豆丸議員に対し、本件請求の

受理部分に係る請求人の主張に対する考え及び請求人の示す同議員の

政務活動費について、政務活動費を充てることができる経費に該当す

るという明確な説明ができるか文書で回答を求めたところ、同年 5月 8

日に同議員から、次の文書回答があった。 

(ｱ) 調査研究費の大阪府・兵庫県 府県政令市議員合同勉強会会費（平

成 27年度 整理番号 9、5,000円）について 

『大阪府・兵庫県・府県政令市議員合同勉強会』は、平成 27 年 7

月 14日、大阪・神戸港湾の現状や課題、一元化に向けた今後の取り

組みについて、大阪府・大阪市の港湾担当者職員より説明を受け、

その後質疑応答という形式で行われたものである。 

  当勉強会は、青野剛暁大阪府議会議員が発起人となって開催した

勉強会であり、地域政党大阪維新の会は一切関与していない。当然、

会費 5,000 円が大阪維新の会に一部でも還元されたという事実はな

い。 

  住民監査請求を受けて、改めて当該支出につき確認を行ったとこ
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ろ、当勉強会終了後に懇親会が開催されていた事実が判明した（当

日夜、堺市建設局と懇親会の予定があったため、本勉強会後に開催

された懇親会に、私自身は出席していない。）。 

  本来であれば、政務活動費は飲食に対する支出が禁じられている

ため、懇親会部分については按分を行い、勉強会に要した費用のみ

を計上すべきところ、誤って懇親会費用も含めた全額 5,000 円を計

上した。 

  按分率については、勉強会開催後に事務局より提出された報告書

により、会費 5,000 円の内、概ね 3 割を勉強会会場費、残りの 7 割

を懇親会費として用いたことを確認した。 

  しかしながら、按分を失念していた点については、堺市議会議員

として不適切であったことから、当勉強会その他関連経費に充当し

た政務活動費計 7,060 円全額につき堺市あて返還を行ったものであ

る。 

イ 提出資料 

平成 29年 5月 8日に伊豆丸議員から文書回答とともに、返還金（政

務活動費 7,060 円）に係る納入通知書兼領収証書の写しの提出を受け

た。 

また、同月 18日に同議員から、返還金（遅延損害金 340円）に係る

納入通知書兼領収証書の写しの提出を受けた。 

   ウ 対面による聴き取りについて 

平成 29年 5月 18日に、堺市役所高層館 19階・監査室において、伊

豆丸議員に対し、聴き取り調査を行った。文書回答の内容等について

確認したところ、次のような回答があった。 

(ｱ) 調査研究費の大阪府・兵庫県 府県政令市議員合同勉強会会費（平

成 27年度 整理番号 9、5,000円）について 

      調査研究費として支出していた大阪府・兵庫県 府県政令市議員合

同勉強会会費について、按分を失念していた点が不適切であったと

いう理由で、政務活動費を充てることができない経費が含まれてい

ると判断し、取消しを行ったことに相違ない。 

 

(2) 水ノ上議員 

ア 文書による質問及び回答について 

平成 29年 4月 25日に、地方自治法第 199条第 8項の規定に基づき、

本件住民監査請求に係る関係人である水ノ上議員に対し、本件請求の

受理部分に係る請求人の主張に対する考え及び請求人の示す同議員の
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政務活動費について、政務活動費を充てることができる経費に該当す

るという明確な説明ができるか文書で回答を求めたところ、同年 5月 8

日に同議員から、次の文書回答があった。 

(ｱ) 調査研究費の住民アンケート調査委託費（平成 27年度 整理番号 4、

35万 5,198円）について 

平成 27年 4月に実施いたしました都構想の住民アンケートは、合

計 6 問で、1、大阪都構想に賛成か否か。2、堺市は大阪都に参加す

ることに賛成か否か。3、支持政党は。4、竹山市長の市政を評価す

るか否か。5、性別は。6、年代は。について行ったものである。 

  問いのうち、1 は大阪都構想への賛否だが、2、4 の問いは堺市政

に関係のある事項であり、3、5、6の問いは 3つの問いの背景を問う

た一般的な事項である。 

  平成 25年 9月に行われた堺市長選挙の争点の一つは、堺市は大阪

都構想に参加すべきか否かであった。それに至る平成 25年 3月議会、

5月議会、8月議会においても本会議、委員会において大阪都構想に

ついて熱心に議論された。当然市民の関心も高かったと言える。 

  平成 27年以降も議会において話題に上っている。 

  請求人は「大阪都構想」は大阪維新の会のみが提起していること

から、本支出を政党活動経費に当たるとしているが、申し上げたと

おり堺市議会においても大きな論点になっていることから、明確な

政務調査活動であると認識している。 

  都構想アンケートを行った時期についてであるが、大阪市特別区

設置住民投票（大阪市を廃止し 5 つの特別区を設置し大阪都構想の

実現の是非を問う住民投票）が平成 27年 4月 27日告示 5月 17日投

開票であったことから、この期間の直前に行うことは市民の関心の

高い時期であり、アンケート結果も正確なものになるだろうと予想

して行ったものである。 

  所在地が東京都となっている会社に発注した理由は、平成 27 年 4

月に行われた、統一地方選挙の電話依頼コールの営業として知り、

選挙時に電話依頼コールの依頼をした実績があるためである。見積

書、注文書を添付する。 

  契約日について、契約書は交わしておらず注文書の日付の 4 月 16

日を契約の日と認識している。実施期間は、平成 27年 4月 19日（日）、

4 月 26 日（日）の 2 日間である。対象者の範囲は、堺市西区在住の

市民で(株)グリーンシップ所有の電話帳データより任意で選んだ

17,734 件である。実施方法は、17,734 件に電話し 12,181 件接続、
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うち全てのアンケートにお答えいただいたのは 1,676人である。 

  アンケートの実施主体が大阪都構想を考える会（水ノ上様政治団

体）と誤解を招くような表記になっているが、このようなアンケー

トを行う場合、議員個人の名前で行うのはふさわしくないとの受注

者からの提案により、アンケートを実施するためだけに任意に「大

阪都構想を考える会」と名称を付けて行ったものである。 

  この 2 枚のアンケート原稿は(株)グリーンシップが作成したもの

であり、当時の担当者が勘違いして水ノ上様政治団体と記載したと

思われる。 

  政治団体としての「大阪都構想を考える会」は過去も現在も存在

したことは無く、政治団体として大阪府に届出したこともない。当

然、規約、名簿等関係書類は存在しません。 

(ｲ) 調査研究費の新しい歴史教科書をつくる会年会費（平成 27年度 整

理番号 9、6,000円）について 

      私は平成 15年に初当選して以来、議会において何度となく教科書

採択について議論してきた。その中でも中学校の歴史教科書の採択

については特に多くの時間を割いて議論してきた。 

      新しい歴史教科書を作る会は平成 9年に設立され、自由社から「新

しい歴史教科書」「新しい公民教科書」を出版しており、中学校の歴

史、公民の教科書の在り方について非常に熱心に研究されている団

体であると認識している。 

      新しい歴史教科書を作る会は会員に対して各月（年 6 回）会報誌

「史（ふみ）」を発行しており、また、4 年ごとの採択年には他の教

科書と比較検討する特別号を発行している。会報誌及び特別号は教

科書選定にかかわる時事問題や他の教科書との比較など有用な情報

が多く、年会費とはなっているが、主に資料取得のための政務活動

費と認識してきた。 

      今回の住民監査請求の指摘により会報誌「史」をつぶさに見たと

ころ 1 冊 200 円で頒布されていることが分かった。年会費 6,000 円

のうち 1,200 円は会報誌代として政務調査費を充てることが可能と

思うが、差額の 4,800 円については、その内容について明確に説明

することが困難であることから、6,000円全額を取り消す処理を行う。 

   イ 提出資料 

平成 29年 5月 8日に水ノ上議員から文書回答とともに、住民アンケ

ート調査委託費の見積書及び発注書の写しの提出を受けた。 

また、同月 18日に同議員から、同委託費の請求書、アンケート結果
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の一部及びアンケート結果受領時の受注者からのメールの写しの提出

を受けた。 

   ウ 対面による聴き取りについて 

平成 29年 5月 18日に、堺市役所高層館 19階・監査室において、水

ノ上議員に対し、聴き取り調査を行った。文書回答の内容等について

確認したところ、次のような回答があった。 

    (ｱ) 調査研究費の住民アンケート調査委託費（平成 27年度 整理番号 4、

35万 5,198円）について 

アンケート調査は、平成 27年 4月 19日と 26日の二日にわたって

行った。4月 19日分は、20日付けのメールで完了の報告を受け、併

せて結果報告書の提出を受けた。26日分は、27日に同じく完了報告

と結果の提出を受けた。27日のメールで、11,617件プラス 564件合

わせて 12,181 件実施したという報告があった。請求書にも 12,181

件が明記されている。 

見積書に記載されている 17,734件との関係については、アンケー

トは、電話がつながった分だけ請求されるということで、17,734 件

電話したところつながったのが 12,181件ということである。 

4月 4日、5日の統一地方選挙の時、電話での投票依頼をグリーン・

シップに頼んだが、25 秒以上つながったのが 8,311 件、そして相手

につながらなかったのが 9,423 件あった。そのデータがグリーン・

シップに残っていたので、それを使ってアンケートをしようという

ことで、17,734件電話してもらった。投票依頼を 25秒以上聞いた人

だったらアンケートにも答えていただけるだろう、また全然つなが

らなかった人も、アンケートに答えてもらえる可能性があるだろう

ということで電話した。 

電話がつながった 12,181 件のうち、6 つの質問全てに答えてもら

ったのは 1,600 件余りである。それ以外には、つながったがすぐに

切られたものも入っている。1秒でもつながれば、件数に入れるとい

うことで受注者と合意している。 

      アンケート会社は、グリーン・シップしか知らないので、他のア

ンケート会社の件数のカウントの仕方は分からない。ただ、つなが

って全ての回答を得た分について料金が発生するということになれ

ば、単価が高くなると思う。私自身は、つながったら 1 件とカウン

トするのが通常かなと思っていた。 

6つの質問の一部しか答えていないものは、アンケートの結果には

反映されていない。クロス集計をしているので、一部の答えだけで
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は正確な集計ができないと思う。例えば、女性が大阪都構想に賛成

なのか、男性なのか、そういうクロス集計する上で全問回答するこ

とが前提だと思う。 

質問は、受注者の担当者と相談して決めた。当時、毎日のように

新聞紙上では都構想の話が出ていた。堺市も、平成 25年 9月に行わ

れた市長選挙において、大阪都構想に参加すべきか否かが大きな争

点になっていたため、堺市民にとっても関心の大きい事項だと思っ

ている。都構想についてどれくらいの理解度か分からないが、それ

ぞれ皆さんが意見をお持ちだろうということで、まず最初に都構想

について賛成か反対かを聞いた。 

そして、都構想が大阪市で議論されている以上、次は堺市でも行

われるかも分からないということで、堺市が都構想に参加すること

について賛成かどうか、市民の皆さんの御意見を是非ともお聞きし

たかった。竹山市政についてどのような評価をされているのか、と

いうことも併せて聞きたかった。そのため、このアンケートを実施

した。 

2年前のことで詳しいことは覚えていないが、担当者とは電話で何

度も打ち合わせをして、最終的にこのアンケートで行こうと決めた

覚えはある。全問答えていただくという前提では、質問が多くなれ

ばそれだけ切られる件数が多くなるということで、コンパクトにま

とめることにしたと思う。 

アンケートは、大阪都構想を考える会というふうに銘打って実施

した。受注者が政治団体と記載したことについては、理由は分から

ないが、私がもっと早く気付いて訂正しておけば良かったと思って

いる。大阪都構想を考える会という政治団体はない。 

(ｲ) 調査研究費の新しい歴史教科書をつくる会年会費（平成 27年度 整

理番号 9、6,000円）について 

      新しい歴史教科書をつくる会の会員には正会員と普通会員があり、

私は普通会員になっていた。普通会員には、隔月送られてくる機関

誌に講演会など催し物の案内が入っていた。私は、そのような資料

代と当初考え、年会費 6,000円を政務活動費として計上していたが、

機関誌をよく見ると、後ろに頒布価格 200 円と書いてあり、それに

今まで気付かなかったが、年間 6 回で 1,200 円ということになると

思う。差額 4,800 円分については、いろんな催し物の案内やそれを

利用する対価と考えれば済むが、説明が今では困難であるため、今

般 6,000 円全額を取消しする。また、遅延損害金については、市か
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ら請求された場合、支払う意思はある。 

 

第３ 監査の結果 

 １ 本件の監査対象事項 

住民監査請求書の記載から、請求人は、請求人の示す政務活動費は、違

法不当に支出されたものであるとして、監査委員が市長に対し違法不当な

支出の返還を求めるなど必要な措置を講ずる勧告をするよう求めている。 

以上のことから、請求人の示す政務活動費のうち受理した部分（以下「本

件政務活動費」という。）は違法不当に支出されたものかどうか、その結果、

市長は伊豆丸議員及び水ノ上議員に返還請求をすべきかどうかを監査対象

事項とした。 

 

２ 政務活動費の制度について 

  (1) 政務活動費の規定について 

ア 地方自治制度において対等の立場で相互のチェック・アンド・バラ

ンスにより行政運営を行う首長と議会の関係からすると、議会や議員

の活動は、首長の支配、干渉を受けないことが保障されなければなら

ない。よって、地方議会の活性化のために議員の調査研究その他の活

動の基盤の充実を図る観点から制度化された政務活動費の使途につい

ては、会派や議員の自主的な判断に委ねられ、広範な裁量が認められ

ていると考えられる。 

イ 条例においては、(ｱ) 政務活動費は、本市議会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議会における会派（所

属する議員が 1 人の場合を含む。）又は議員に対して、議員 1 人当た

り月額 30 万円が交付されること（条例第 1 条、第 2 条及び第 3 条第 1

項）、(ｲ) 会派及び議員は、政務活動費を、調査研究、研修、広報、

広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市

民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図

るために必要な活動に要する経費に充てることができるものとし、交

際費、選挙活動経費、政党活動経費、後援会活動経費、私的活動経費

に充ててはならないこと（条例第 5 条第 1 項、第 2 項及び第 3 項）が

規定されている。 

ウ そして、政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者並

びに議員は、規則で定める様式により、前年度の交付に係る政務活動

費に係る収入及び支出の報告書（以下「収支報告書」という。）を作

成し、その支出に係る領収書の写しその他の証拠書類の写しとともに、
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毎年 5月 10日までに議長に提出しなければならず（条例第 7条第 1項

及び第 2 項）、議長は速やかにその写しを市長に送付しなければなら

ない（条例第 7条第 4項）とされている。 

エ 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度におい

て交付を受けた政務活動費の総額からその年度において第 5 条に定め

る政務活動に充てることができる経費として支出した総額を控除して

残余の額がある場合は、当該額に相当する額の政務活動費の返還を当

該会派又は議員に命じなければならない（条例第 8 条第 1 項）とされ

ている。 

また、市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員の政務活動

費の使途が、条例第 5 条の規定に明らかに違反していると認める場合

は、当該違反して支出された額に相当する額の政務活動費の返還を当

該会派又は議員に命じなければならない（条例第 8 条第 2 項）とされ

ている。 

オ これらの規定から、本市において政務活動費の支出が違法不当とな

るのは、政務活動費の使途が条例第 5 条の規定に明らかに違反してい

る場合であると考える。 

 

３ 本件政務活動費について 

(1) 伊豆丸議員に係る本件政務活動費を含む政務活動費の収支報告書等訂

正の流れ 

   ア 平成 29年 4月 18日 

伊豆丸議員が市議会議長あて、収支報告書及びその支出に係る領収

書の写しその他の証拠書類の写し（以下「収支報告書等」という。）の

訂正報告を提出 

（訂正内容） 

平成 27 年度の政務活動費のうち、調査研究費の大阪府・兵庫県 府

県政令市議員合同勉強会会費（整理番号 9、5,000 円）、同勉強会出席

時の高速道路通行料金（整理番号 6ほか 1件、計 1,860円）、同勉強会

出席時の駐車料金（整理番号 8、200円）の支出を取消し 

取消合計額 7,060円 

   イ 同月 19日 

市議会議長から市長あて、収支報告書等の訂正報告（写し）を送付 

ウ 前記アの訂正報告により、同議員の平成 27年度の政務活動費に係る

収支報告書の支出決算額は、248万1,125円から247万4,065円となり、

減額分全額の 7,060円の返還額が生じている。 
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   エ 同月 26日 

市長が、収支報告書等の訂正により、平成 27年度の政務活動費に返

還額があることを確認し、条例第 8 条第 1 項に基づき、同議員あて、

返還請求 

 返還金額 7,060円 

オ 同月 28日 

 同議員が前記エの請求額全額（7,060円）を納付 

カ 同年 5月 12日 

 市長が、同議員に当該返還額に係る遅延損害金を請求 

 請求額 340円 

※ 政務活動費の収支報告書の提出期限の翌日から支払済みまで民法

所定の年 5分の割合で算定 

   キ 同日 

     同議員が前記カの請求額全額（340円）を納付 

 

(2) 水ノ上議員に係る本件政務活動費を含む政務活動費の収支報告書等訂

正の流れ 

   ア 平成 29年 5月 9日 

水ノ上議員が市議会議長あて、収支報告書等の訂正報告を提出 

（訂正内容） 

平成 27年度の政務活動費のうち、調査研究費の新しい歴史教科書を

つくる会年会費（整理番号 9、6,000円）の支出を取消し 

平成 26年度の政務活動費のうち、調査研究費の新しい歴史教科書を

つくる会年会費（整理番号 17、6,000円）の支出を取消し 

取消合計額 1万 2,000円 

イ 同月 11日 

市議会議長から市長あて、前記アの収支報告書等の訂正報告（写し）

を送付 

ウ 前記アの訂正報告により、同議員の平成 27年度の政務活動費に係る

収支報告書の支出決算額は、255万2,266円から254万6,266円となり、

減額分全額の 6,000円の返還額が生じている。 

なお、平成 26年度の政務活動費については、訂正後の収支報告書の

支出決算額が、交付額を上回ったため、返還額は生じていない。 

   エ 同月 17日 

市長が、前記アの収支報告書等の訂正により、平成 27年度の政務活

動費に返還額があることを確認し、条例第 8 条第 1 項に基づき、同議
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員あて、返還請求 

 返還金額 6,000円 

オ 同月 22日 

 同議員が前記エの請求額全額（6,000円）を納付 

同議員が市議会議長あて、収支報告書等の訂正報告を提出 

（訂正内容） 

平成 27年度の政務活動費のうち、調査研究費の住民アンケート調査

委託費（整理番号 4、35万 5,198円）の支出を取消し 

カ 同日 

市議会議長から市長あて、前記オの収支報告書等の訂正報告（写し）

を送付 

キ 前記オの訂正報告により、同議員の平成 27年度の政務活動費に係る

収支報告書の支出決算額は、254万6,266円から219万1,068円となり、

減額分全額の 35万 5,198円の返還額が生じている。 

ク 同月 25日 

 市長が、同議員に前記オの返還額に係る遅延損害金を請求 

 請求額 309円 

※ 政務活動費の収支報告書の提出期限の翌日から支払済みまで民法

所定の年 5分の割合で算定 

市長が、前記オの収支報告書等の訂正により、平成 27年度の政務活

動費に返還額があることを確認し、条例第 8 条第 1 項に基づき、同議

員あて、返還請求 

 返還金額 35万 5,198円 

ケ 同日 

     同議員が前記クの請求額全額（遅延損害金 309 円、政務活動費の返

還額 35万 5,198円）を納付 

コ 同年 6月 1日 

 市長が、同議員に前記ケの返還額に係る遅延損害金を請求 

 請求額 18,441円 

※ 政務活動費の収支報告書の提出期限の翌日から支払済みまで民法

所定の年 5分の割合で算定 

サ 同日 

     同議員が前記コの請求額全額（18,441円）を納付 

 

  (3) 本件政務活動費についての検討 

   ア 伊豆丸議員に係る調査研究費の大阪府・兵庫県 府県政令市議員合同
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勉強会会費（平成 27年度 整理番号 9）については、支払額は 5,000円、

按分率は100％で、政務活動費としての支出額は5,000円となっていた。 

イ これについては、前記「(1) 伊豆丸議員に係る本件政務活動費を含

む政務活動費の収支報告書等訂正の流れ」に記載のとおり、同議員か

ら収支報告書等の訂正報告があり、市長は、平成 29 年 4 月 26 日に条

例第 8条第 1項に基づき、平成 27年度の政務活動費のうち、本件政務

活動費に係る返還額を含む 7,060 円を請求し、また、これに係る遅延

損害金 340円を同議員に請求している。なお、これらは同年 5月 12日

までに請求額全額が納付されている。以上のことについて、訂正報告

等及び領収証書等により確認することができた。 

   ウ 水ノ上議員に係る調査研究費の新しい歴史教科書をつくる会年会費

（平成 27年度 整理番号 9）については、支払額は 6,000円、按分率は

100％で、政務活動費としての支出額は 6,000円となっていた。 

     また、調査研究費の住民アンケート調査委託費（平成 27 年度 整理

番号 4）については、支払額は 35 万 5,198 円、按分率は 100％で、政

務活動費としての支出額は 35万 5,198円となっていた。 

エ これらについては、前記「(2) 水ノ上議員に係る本件政務活動費を

含む政務活動費の収支報告書等訂正の流れ」に記載のとおり、同議員

から収支報告書等の訂正報告があり、市長は、平成 29 年 5 月 17 日及

び同月 25 日に条例第 8 条第 1 項に基づき、平成 27 年度の政務活動費

のうち、本件政務活動費に係る返還額 6,000円及び 35万 5,198円を請

求し、また、これらに係る遅延損害金 309円及び 18,441円を同議員に

請求している。なお、これらは同年 6 月 1 日までに請求額全額が納付

されている。以上のことについて、訂正報告等及び領収証書等により

確認することができた。 

オ 本件政務活動費については、以上のとおり、いずれも政務活動費と

して支出したという事実自体がなくなっており、これらに係る遅延損

害金についても市長から既に伊豆丸議員及び水ノ上議員に請求され、

両議員からはこれらが納付されている。 

  よって、本市に損害は発生していない。 

 

４ 結 論 

以上のことから請求人の主張には理由がなく、この主張に基づく措置に

ついても理由がないものと判断する。 

 

以上 


