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住民監査請求監査結果 

（平成２６年度政務活動費に関する件） 

 

第１ 請求の受付 

 １ 請求人 

    Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

    Ｄ 

     

 ２ 請求書の提出 

    平成２８年３月１５日 

 

３ 請求の内容 

   請求人提出の中野区職員措置請求書による主張事実の要旨及び措置請求は、

次のとおりである。 

 

３－１ 主張事実の要旨 

（１）平成２６年度政務活動費について、違法又は不当な支出であることが疑

われる次のような支出が明らかとなった。 

自由民主党議員団 

①スイカチャージ代 ５７５,３７５円 

②タクシー代 延べ１,０２９件 １,２８０,２４０円 

③駐車場代 ４７２件 ３３５,１７０円 

④広聴費 １,２１６,８９１円（飲食を伴う地域団体の会合出席費６４１，

２１６円（１万円以上のもの）及び５７５,６７５円（１万円に満たな

いもの）） 

⑤会議費 ６８９,１５５円（お茶代７５,９０５円、食事代５２８,１７

２円、茶菓子・飲み物代８５,０７８円） 

公明党議員団 

①その他調査旅費 ８７６,０９６円（１件あたり１万円に満たない調査

旅費） 

②広聴費 １,０２８,２３０円（飲食を伴う地域団体の会合出席費） 

③茶菓代 ３７,４５２円（区内各種団体との懇談での茶菓代） 

中野区議会民主党議員団 

①調査旅費のうちパスモチャージ等 ７８６,８２０円（パスモチャージ

代１６７,０００円、スイカチャージ代２３４,０００円、タクシー代３

８０,５７０円及び駐車場利用料５,２５０円） 
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②広聴費 ２８６,５００円（飲食を伴う地域団体の会合出席費） 
③会議費 ６１,２０９円（昼食代３６,１５０円、湯茶代、軽食代２５，

０５９円） 

一粒会 

①地域団体の会合出席費 ８４,０００円（飲食を伴う地域団体の会合出

席費（１万円以上のもの）５０,０００円、その他広聴費（１万円に満

たないもの）３４,０００円） 

共生中野 

①研究研修費のうち放送大学授業料 ４４,０００円 

（２）上記（１）の支出のうち、スイカ・パスモのチャージ代、タクシー代、

駐車場代及び１万円未満の調査旅費については、どのような目的で使われ

たのか等が明らかでなく、政務調査活動等に適正に支出されたことが明ら

かでない。また、飲食を伴う会合出席費、会議費及び広聴費としての茶菓

子代等並びに放送大学の授業料については、政務調査活動等のための政務

活動費の趣旨を逸脱するものであって、政務活動費からの支出は認められ

るべきではない。 

 
３－２ 措置請求 

監査委員は、これらの支出が政務活動費の本来の趣旨に従って支出されたも

のか否かを厳正に監査の上、区長に対し、本来の趣旨を逸脱した支出７,３０１,

１３８円については返還を求めるなど必要な措置を講じられたい。 
 

 ４ 請求の受理 

    本件請求は、監査委員の要件審査の結果、地方自治法（以下「法」という。）

第２４２条の所定の要件を備えていると認め、平成２８年３月１５日付けでこ

れを受理することと決定した。 
    受理に先立ち、市川稔監査委員、久保里香監査委員は、法第１９９条の２の

規定に基づき、本件監査から除斥した。 

 
第２ 監査の実施 

 １ 監査対象事項 

平成２６年度に会派（自由民主党議員団、公明党議員団、中野区議会民主党

議員団、一粒会及び共生中野をいう。以下同じ。）に交付した政務活動費のうち、

請求人が主張するスイカ・パスモのチャージ代、タクシー代、駐車場代、１万

円未満の調査旅費、飲食を伴う会合出席費、会議費及び広聴費としての茶菓子

代等並びに放送大学の授業料の支出についての違法・不当の有無。 
 

 ２ 証拠の提出及び陳述 
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    請求人に対して、法第２４２条第６項の規定による証拠の提出及び陳述の機

会を与えたが、新たな証拠の提出及び陳述はなかった。 

 

 ３ 監査対象部局の指定と照会及び事情聴取 

    区議会事務局を監査対象部局とし、請求人の主張に対する見解の照会を行う

とともに、平成２８年４月１４日に事情聴取を行った。その主な内容は以下の

とおりである。 

   

    政務活動費は、法第１００条第１４項に基づき、中野区議会議員の調査研究

その他の活動に資するため、必要な経費の一部に充てるものとして交付される

ものである。 

    政務活動費を充てることのできる経費の範囲については、同項の規定に基づ

き、中野区議会政務活動費の交付に関する条例（以下「条例」という。）で、

９つの科目（「研究研修費」「調査旅費」「資料費」「広報費」「広聴費」「会議費」

「人件費」「事務費」「その他の経費」）とそれぞれの科目ごとの内容を定めて

いる。 

    また、政務活動費の支出にあたっての留意事項や、収支報告書及びその添付

書類の作成方法などについては、区議会内部の運用マニュアルとして「政務活

動費の手引き」（以下「手引き」という。）を作成している。 

 

（１）スイカ・パスモのチャージ代、タクシー代、駐車場代、１万円未満の調査

旅費について 

    手引きの中には、収支報告書とその添付書類となる事業実績書等の作成方法

や記載例などが掲載されており、各会派から提出された収支報告書及び添付書

類は、手引きの内容に沿って作成されている。 

    請求人は「どのような目的で使われたのか等」が明らかでないため不当な支

出であると申し立てているが、会派が支出した目的は調査研究活動のためであ

り、不当な支出にはあたらない。 

（２）飲食を伴う参加費について 

    手引きの中で、広聴費の例示として「会派として地域団体の会合に出席する

場合の会費相当額」がある。また、その留意事項として「業界団体、町会等地

域団体から会派宛の案内状があり、会派として出席（人数制限なし）する際の

会費相当額は、広聴費で支出してよい。」と明記されており、手引きの内容に

沿った支出である。 

    これらの支出は、他の出席者と同等に会費として負担したものであり、飲食

を目的としたものでないため「政務活動費の趣旨を逸脱するもの」ではない。 

（３）会議費及び広聴費としての茶菓子代等について 

    手引きの中で、会議費の例示として茶菓子代が明記されており、禁止事項に
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ある「飲食のみを目的とした会合に係わる経費」にもあたらないため、手引き

の内容に沿った支出である。 

    また、会議における湯茶や茶菓子は「円滑な議論や活発な意見交換を促す効

果を否定できず、社会通念上相当な金額の範囲にとどまる限りにおいては認め

られるというべき」との司法判断もある。 

    以上のことから、「政務活動費の趣旨を逸脱するもの」ではない。 

（４）放送大学の授業料について 

    区議会議員の調査研究活動は多岐にわたるものであることから、その中身が

調査研究になじむものか否かについて判断することは困難であり、かつ、会派

の調査研究を制限することにつながる恐れがあることから、政務活動費への計

上については、最終的には会派の判断に委ねている。 

    手引きの中で、大学の学費について明記されてはいないが、政務活動費（政

務調査費）にかかる判例で「政務調査費の制度趣旨に合致する経費については、

仮に使途基準等に直接規定されていないとしても、調査研究に資するために必

要な経費に該当する。」との司法判断もあることから、大学等の授業料につい

ては「他の団体の開催する研究会又は研修会」に該当する取扱いとしている。 

    なお、請求人が何をもって支出目的を「自己研鑽」と判断したのか不明であ

るが、これらの目的は会派の調査研究であり「政務活動費の趣旨を逸脱するも

の」ではない。 

 

 ４ 関係人の指定と照会 

    法第１９９条第８項の規定に基づき、会派の代表者を関係人と位置づけ、本

件請求に関する事項について照会を行った。 

照会に対する主な回答は、後述の項目別の判断に記載している。 

 

第３ 監査の結果と判断 

 １ 監査結果 

本件請求について、平成２８年５月１１日に監査委員２名の合議により、次のよ

うに決定した。 
 

  請求人の主張は理由がないものと認め、これを棄却する。 

 

 ２ 事実関係の確認 

（１）政務活動費の支出の根拠 
  政務活動費については、法第１００条第１４項において「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
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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」と定められている。 
  この規定に基づき、条例で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などについて規定している。条例第

５条では「政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要

請、陳情、各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映さ

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で別表に定

める経費に充てることができる」としており、別表は、次のとおりである。 

 
科 目 内 容 

研究研修費  会派が研究会又は研修会を開催するために必要な経費及び政党又は他の団体

の開催する研究会又は研修会に参加するために要する経費 

調査旅費 会派が行う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 

資料費 会派が行う活動のために必要な資料の作成又は図書、資料等の購入に要する

経費 

広報費 会派の活動、議会活動の広報に要する経費 

広聴費 会派が住民からの区政及び会派の政策等に対する要望又は意見を聴取するた

めの会議等に要する経費 

会議費 会派における各種会議に要する経費 

人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

事務費 会派が行う活動に係る事務遂行に必要な経費 

その他の経費 上記以外の経費で会派が行う活動に必要な経費 

 
条例第１１条において、条例に定めるもののほか政務活動費の交付に関し必要な

事項は、議長が定めることとされたことに伴い、中野区議会政務活動費の交付に関

する規程（以下「規程」という。）が制定され、政務活動費の交付手続き等につい

て規定している。 
また、議会においては、法、条例及び規程を踏まえた手引きを作成し、政務活動

費の具体的な使途基準や手続きなどについて定めている。政務活動費は、区長その

他の執行機関が行う施策の評価や監視、政策立案の役割を発揮するため必要となる

政務調査、地域及び区民の福祉の向上につながる様々な活動に要する経費を、議会

の自立性のもとに支弁するものである。従って、会派がどのような政務調査を行い、

そのためどのような経費を政務活動費として支出したかについては、条例等に明ら

かに違反していない限り、会派の自主性が尊重されるべきものである。手引きは、

政務活動費の支出について、議会として検討した結果を取りまとめたものであり、

各会派は、基本的にこれに従い事務を処理しているものである。なお、平成２６年

度の政務活動費については、平成２５年３月版の手引きによることとされていた。 
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（２）本件請求に係る政務活動費の交付及び執行 

  ① 交付額及び交付方法 

    条例第３条第１項に基づき、当該会派の所属議員数に月額１５０,０００円

を乗じて得た額を四半期ごとに交付している。 

  ② 交付申請 

    規程第２条第２項に基づき、会派の代表者から区長に対し、平成２６年４月

１日付で、交付申請書が提出されている。 

    本件監査請求のあった各会派の申請内訳は、次のとおりである。 

 

会派名 所属議員数 交付申請額 

自由民主党議員団 １４名 ２５,２００,０００円

公明党議員団  ９名 １６,２００,０００円

中野区議会民主党議員団  ４名  ７,２００,０００円

一粒会  １名  １,８００,０００円

共生中野  １名  １,８００,０００円

  

 ③ 交付決定 

    規程第３条に基づき、区長は、平成２６年４月１日付で、交付申請額と同額

を交付決定している。 

  ④ 収支報告書の提出 

    条例第７条に基づき、会派の経理責任者から議長に対し、平成２７年４月３

０日付で、収支報告書が提出されている。 

    本件監査請求のあった各会派の収支報告額は、次のとおりである。 

 

会派名 収入額 支出額 残額 

自由民主党議員団 ２５,２００,０００円 ２５,５５７,２０９円 ０円

公明党議員団 １６,２００,０００円 １３,３６８,７７７円 ２,８３１,２２３円

中野区議会民主党議員団  ７,２００,０００円  ６,８３９,１９９円  ３６０,８０１円

一粒会  １,８００,０００円  １,７６８,９８８円  ３１,０１２円

共生中野  １,８００,０００円  １,８０２,３０９円 ０円

  

 ⑤ 残額の返還 

    条例第８条に基づき、区長は会派の代表者に対し、平成２７年５月２５日付

で、残額の返還を命じている。 

    なお、返還を命ぜられたいずれの会派も、平成２７年５月２６日に区へ返還

している。 

（３）政務活動費に係る事務の処理 

政務活動費に係る事務は、区長の補助執行として区議会事務局が処理している。 
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 ３ 判断 

  ３－１ 監査の基本的な考え方 

本件請求において請求人は、スイカ・パスモのチャージ代、タクシー代、駐

車場代及び１万円未満の調査旅費については、目的が明らかでなく、政務活動

費として不当な支出であり、また、飲食を伴う会合出席費、会議費及び広聴費

としての茶菓子代等並びに放送大学の授業料については、政務活動費の本来の

趣旨を逸脱した違法な支出であるとして、必要な措置を求めているものと解す

る。 
そして、本件請求は、平成２６年９月５日に本件請求人から提出された、住

民監査請求「平成２５年度政務活動費に関する件」（以下「前監査請求」という。）

において対象とされた経費項目と同一の経費項目について、そこで示された理

由と同一の理由により、政務活動費として違法又は不当な支出であると主張す

るものである。 

前監査請求について行った監査以降、政務活動費に係る法律、条例、規程及

び手引きの改正、改訂がなく、また、そこでの判断を改めるべき特段の事情も

ないことから、前監査請求の監査結果に示した経費項目ごとの違法又は不当の

主張に対する判断は、本件請求における監査においても、これを維持する。 

そして、本件請求により監査対象となる個々の支払経費については、監査対

象部局及び関係人から関係資料の提出を求め、会計帳簿や領収書等の証拠書類

（以下「証拠書類等」という。）を精査し、手引きに従い適正に処理されている

か否かについて確認した。 

 

  ３－２ 項目別の判断 

   ３－２－１ 調査旅費としてのスイカ等チャージ代 

【請求人の主張要旨】 

 目的が明らかでなく、政務活動費として不当な支出である。 

（１）自由民主党議員団    ５７５,３７５円 

（２）中野区議会民主党議員団 ４０１,０００円 

 【事実関係】 
（１）条例別表によると調査旅費とは、会派が行う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である。手引きの中で、調査旅費の対象は、交通費、

宿泊費、食事代等であり、スイカ及びパスモなどについては、「政務調査活動に

使用する交通費専用カードとして会派に登録し、チャージした額から残額を差し

引いた額を使用した額として報告することが出来る」とされている。 

（２）関係人への照会に対する主な回答は、次のとおりであった。 

 ①自由民主党議員団 

  手引きに従って、適正に支出されているものと考えている。 
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 ②中野区議会民主党議員団 

  区民の要望が多様化する中で、議員活動も幅広くなっている。それぞれの責任

で積極的に調査活動に取り組んでおり、調査旅費は使途基準に沿って適切に活

用している。 

（３）今回の監査において維持する前監査請求の監査結果における判断は、次のと

おりである。 

調査旅費とは、会派が行う活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要す

る経費であり、公共交通機関を利用する際にＩＣカードを採用したスイカやパス

モを使用することは、今や一般的である。 

スイカ等の個々の利用に際しての利用目的は確認できなかったが、手引きにお

いて利用目的の詳細まで報告を求めておらず、このことをもって、直ちに不当な

支出であるとは言えない。 

（４）証拠書類等を確認したところ、手引きに従い適正に処理されていた。 

 【判断】 
  事実関係に基づき判断した結果、請求人が返還を求める調査旅費としてのスイカ

等のチャージ代について、不当な支出であるとは言えない。 
        

   ３－２－２ 調査旅費としてのタクシー代 

【請求人の主張要旨】 

 目的が明らかでなく、政務活動費として不当な支出である。 

（１）自由民主党議員団    １,２８０,２４０円 

（２）中野区議会民主党議員団    ３８０,５７０円 

 【事実関係】 
（１）条例別表によると調査旅費とは、会派が行う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である。手引きの中で、調査旅費の対象は、交通費、

宿泊費、食事代等であり、交通費にはタクシー代も含まれるとされている。 

（２）関係人への照会に対する主な回答は、次のとおりであった。 

 ①自由民主党議員団 

  手引きに従って、適正に支出されているものと考えている。 

 ②中野区議会民主党議員団 

  区民の要望が多様化する中で、議員活動も幅広くなっている。それぞれの責任

で積極的に調査活動に取り組んでおり、調査旅費は使途基準に沿って適切に活

用している。 

（３）今回の監査において維持する前監査請求の監査結果における判断は、次のと

おりである。 

交通手段としては、経済性の観点から公共交通機関を利用することが望まれる

が、公共交通機関の有無、時間の制約、天候、荷物の有無、身体的な状況等によ

り、タクシーを移動手段として利用することは十分考えられる。 
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タクシー利用に際しての目的は確認できないが、手引きにおいてもこれを求め

ておらず、このことをもって、直ちに不当な支出であるとは言えない。 

（４）証拠書類等を確認したところ、手引きに従い適正に処理されていた。 

 【判断】 
事実関係に基づき判断した結果、請求人が返還を求める調査旅費としてのタクシ

ー代について、不当な支出であるとは言えない。 

 
   ３－２－３ 調査旅費としての駐車場代 

【請求人の主張要旨】 

目的が明らかでなく、政務活動費として不当な支出である。 

（１）自由民主党議員団    ３３５,１７０円 

（２）中野区議会民主党議員団   ５,２５０円 

【事実関係】 
（１）条例別表によると調査旅費とは、会派が行う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である。手引きの中で、調査旅費の対象は、交通費、

宿泊費、食事代等であり、車を使用した場合には、高速代・駐車場代・ガソリン

代を交通費として支出してよいとされている。 

（２）関係人への照会に対する主な回答は、次のとおりであった。 

 ①自由民主党議員団 

  手引きに従って、適正に支出されているものと考えている。 

 ②中野区議会民主党議員団 

  区民の要望が多様化する中で、議員活動も幅広くなっている。それぞれの責任

で積極的に調査活動に取り組んでおり、調査旅費は使途基準に沿って適切に活

用している。 

（３）今回の監査において維持する前監査請求の監査結果における判断は、次のと

おりである。 

交通手段としては、経済性の観点から公共交通機関を利用することが望まれる

が、公共交通機関の有無、時間の制約、天候、荷物の有無、身体的な状況等によ

り、自動車を移動手段として利用することは十分考えられ、その際に駐車場が必

要となる場合も当然考えられる。 

駐車場の個々の利用に際しての利用目的は確認できないが、手引きにおいても

利用目的までの報告を求めておらず、このことをもって、直ちに不当な支出であ

るとは言えない。 

（４）証拠書類等を確認したところ、手引きに従い適正に処理されていた。 

【判断】  
事実関係に基づき判断した結果、請求人が返還を求める調査旅費としての駐車場

代について、不当な支出であるとは言えない。 
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３－２－４ 1 万円未満の調査旅費 

【請求人の主張要旨】 

目的が明らかでなく、政務活動費として不当な支出である。 

（１）公明党議員団  ８７６,０９６円 

 【事実関係】 
（１）条例別表によると調査旅費とは、会派が行う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である。手引きの中で、調査旅費の対象は、交通費、

宿泊費、食事代等とされている。 

（２）関係人への照会に対する主な回答は、次のとおりであった。 

 ①公明党議員団 

  手引きに則り、適正に支出している。 

（３）今回の監査において維持する前監査請求の監査結果における判断は、次のと

おりである。 

各会派の会計帳簿を確認すると、この経費は電車賃、バス代、タクシー代など

様々な項目により支出がされている。 

個々の利用目的は確認できないが、このことをもって、直ちに不当な支出であ

るとは言えない。 

（４）証拠書類等を確認したところ、本件調査旅費は電車賃やタクシー代などの交

通費であり、手引きに従い適正に処理されていた。 
 【判断】  
  事実関係に基づき判断した結果、請求人が返還を求める調査旅費としての１万円

未満の調査旅費について、不当な支出であるとは言えない。 
 

   ３－２－５ 広聴費としての飲食を伴う会合出席費 

【請求人の主張要旨】 
政務活動費の本来の趣旨を逸脱した違法な支出である。 

 ①自由民主党議員団     １,２１６,８９１円 

 ②公明党議員団      １,０２８,２３０円 

 ③中野区議会民主党議員団   ２８６,５００円 

 ④一粒会            ８４,０００円 

 【事実関係】 
（１）条例別表によると広聴費とは、会派が住民から区政及び会派の政策等に対す

る要望又は意見を聴取するための会議等に要する経費である。手引きの中で、広

聴費の対象は、会場費、印刷費、茶菓代、会派として地域団体の会合に出席する

場合の会費相当額等とされている。 

（２）関係人への照会に対する主な回答は、次のとおりであった。 

 ①自由民主党議員団 

  手引きに従って、適正に支出されているものと考えている。 
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 ②公明党議員団 

  手引きに則り、適正に支出している。業界団体、町会等地域団体の要望又は意

見を聴取する貴重な機会であると認識している。 

 ③中野区議会民主党議員団 

  会合に関しては、飲食を伴う伴わないに関わらず、各種団体や地域の方々の

様々な声を聞くことができる大きな機会であり、貴重な時間であり、議員活動

において大いに参考となる部分もある。また、参加にあたっては飲食が目的で

はないことを確認している。 

 ④一粒会  

  各種会合には飲食を目的で参加しているのではない。各種団体や区民の方々の

意見や要望を広く聞く貴重な機会であり、その声を区政に活かそうという使命

感を持って参加している。広聴費としての支出は問題ないと認識している。 

（３）平成２８年４月１日付けで、一粒会の会派経理責任者より議長に対し、監査

請求に該当する経費の一部（５,０００円）を削除した政務活動費の収支報告書

が改めて提出され、当該経費が平成２８年４月２１日に区に返還されたことを納

入済通知書により確認した。 

（４）今回の監査において維持する前監査請求の監査結果における判断は、次のと

おりである。 

飲食を伴う会合への参加の目的は、地域団体等の会合の場で、直接、政策等に

関する意見や要望等を聞くことである。 

我が国の風土では、こうした会合の場で腹蔵のない意見・要望が語られること

も少なくなく、その必要性について理解できないことではない。 

会合に参加する際に、他の参加者と同等に参加費を負担することは当然のこと

であり、本件支出が政務活動費の趣旨を逸脱しているとまでは言えず、違法な支

出であるとは認められない。 

（５）証拠書類等を確認したところ、手引きに従い適正に処理されていた。 

【判断】  
事実関係に基づき判断した結果、請求人が返還を求める広聴費としての飲食を伴

う会合出席費について、違法な支出であるとは認められない。 
なお、請求人が主張する支出のうち、一粒会から削除訂正のあった経費について

は請求理由がなくなったと認め、本監査の対象から除外した。 
   

   ３－２－６ 会議費及び広聴費としての茶菓子代等 

【請求人の主張要旨】 

政務活動費の本来の趣旨を逸脱した違法な支出である。 

（１）自由民主党議員団（会議費）    ６８９,１５５円 

（２）公明党議員団（広聴費）        ３７,４５２円 

（３）中野区議会民主党議員団（会議費）   ６１,２０９円 
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【事実関係】 
（１）条例別表によると広聴費は、会派が住民から区政及び会派の政策等に対する

要望又は意見を聴取するための会議等に要する経費であり、会議費は、会派にお

ける各種会議に要する経費である。手引きの中で、これらの経費の対象として、

茶菓子代・食事代が含まれ、また、会議費には、食事代として会派における会議

（団会議等）に出す弁当や、手伝いの人への謝礼的な意味で出す弁当代も含むと

されている。 

（２）関係人への照会に対する主な回答は、次のとおりであった。 

 ①自由民主党議員団 

  手引きに従って、適正に支出されているものと考えている。 

 ②公明党議員団 

  手引きに則り、適正に支出している。 

 ③中野区議会民主党議員団 

  長時間にわたる会議等において食事を伴うこと、陳情者や来客及び団体等との

懇談の際にお茶等を出すことは必要であると考えている。どちらも使途基準に

よって認められている。 

（３）今回の監査において維持する前監査請求の監査結果における判断は、次のと

おりである。 

会議において、湯茶や茶菓子を提供することは、円滑な議論や活発な意見交換

を促す効果があると考えられる。また、会派内で様々な議論を行なったり、意思

統一を図る目的で会議を行うことは、政務活動そのものであり、時間の制約等の

事情から弁当の提供が必要な場合があることも首肯でき、違法な支出であるとは

言えない。 

（４）証拠書類等を確認したところ、手引きに従い適正に処理されていた。 

【判断】 
事実関係に基づき判断した結果、請求人が返還を求める会議費としての茶菓子

代等について、違法な支出であるとは認められない。 

 

   ３－２－７ 研究研修費としての放送大学の授業料 

【請求人の主張要旨】 

政務活動費の本来の趣旨を逸脱した違法な支出である。 

（１）共生中野 ４４,０００円 

【事実関係】 
（１）条例別表によると研究研修費とは、会派が研究会又は研修会を開催するため

に必要な経費及び政党又は他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するた

めに要する経費である。 

（２）今回、政務活動費の対象とした放送大学の受講科目は、「現代の生涯学習」「都

市社会の社会学」「地域による高齢者家族の多様性」「公的統計の見方・読み方」
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「公衆衛生」である。 

（３）関係人への照会に対する主な回答は、次のとおりであった。 

 ①共生中野 

政治や政策に関する大学科目の履修は、議員の能力を高め、それを区政に還元

させることになる。政務活動費の趣旨を逸脱するものでないことは明らかで、

適切な支出であると考える。 

（４）今回の監査において維持する前監査請求の監査結果における判断は、次のと

おりである。 

東京高等裁判所（平成１８年（行コ）第２１１号平成１８年１１月８日判決）

によれば、「地方分権推進の流れの中で、自治体にも福祉行政、環境行政、都市

計画など複雑高度な問題に対する対応能力が要求されるようになることを鑑み、

会派所属議員の政策立案能力や法務能力の向上を図るため会派の議員を明治大学

公共政策大学院ガバナンス研究科に派遣したことが認められ、こうした経緯に同

ガバナンス研究科の前記研究、教育内容に照らせば、議員の通学は、議員個人の

能力を高め、それを区政に還元させることを目的としたものであり、また客観的

にも区政の充実に役立つものとみることができるから、これを区政とは関係のな

い個人の知識、能力の取得にとどまるものであるということは到底できない。」

と判示している。 

上記の判例は明治大学公共政策大学院の例であるが、放送大学の履修について

も、議員活動を通じて区政への貢献が期待されるものであり、政務活動費の調査

研究費として認められる支出である。 

よって、研究研修費として、違法な支出であるとは認められない。 

 （５）証拠書類等を確認したところ、手引きに従い適正に処理されていた。 

【判断】  
事実関係に基づき判断した結果、請求人が返還を求める研究研修費としての放

送大学の授業料について、違法な支出であるとは認められない。 

 

  ３－３ 措置請求に対する判断 

   以上の判断により、請求人の主張事実はいずれも認められず、これにより、

請求人が求める措置請求については、理由がないものと判断する。 

 

 

 

※ ホームページへの掲載にあたり、個人情報保護の観点から、個人名は仮名表記と

しました。 

なお、公表した監査結果については、監査事務局において閲覧することが可能で

す。 

 


