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住民監査請求監査結果 

（平成２７年度政務活動費に関する件） 

 

 

第１ 請求の受付 

 １ 請求人 

    Ａ（中野区） 

Ｂ（中野区） 

Ｃ（中野区） 

Ｄ（中野区） 

Ｅ（中野区） 

 

 ２ 請求書の提出 

    平成２９年２月１７日 

 

３ 請求の内容（要旨） 

   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 

（１）平成２７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タクシー代 延べ 888 件 1,067,000 円 

②駐車場代 370 件 258,160 円 

③広聴費 802,300円（会派として出席した地域団体の会合出席費473,000

円（１万円以上のもの）及び 329,300 円（１万円に満たないもの）） 

④会議費 316,740 円（お茶代 50,413 円、茶菓子代 7,187 円、コーヒー代

16,524 円、食事代 242,616 円） 

公明党議員団 

①広聴費 975,300 円（会派として出席した地域団体の会合出席費） 

②広聴費 茶菓代 8,964 円（広聴会用お茶代 1,620 円、団体懇談会茶菓

代 7,344 円） 

民主党議員団 

①広聴費 250,000 円（会派として出席した地域団体の会合出席費） 

②広聴費 茶湯代 103,134 円（茶湯代 756 円、お茶・水代 102,378 円） 

一粒会 

①広聴費 73,000 円（会派として出席した地域団体の会合出席費） 

士魂の会 
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①広聴費 55,000 円（出席した地域団体の会合出席費） 

②その他広聴費 5,382 円（お茶） 

（２）上記（１）の支出のうち、①タクシー代、駐車場代については、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。②地域団体の会合出席費は、飲食を伴う新年

会、賀詞交換会などへの支出であり、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会議費及び広聴費としての茶菓子代、食事代等は、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 3,914,980

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２９年２月１７日付けでこ

れを受理することと決定した。 
    なお、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２７年度に会派（自由民主党議員団、公明党議員団、民主党議員団、一

粒会及び士魂の会をいう。以下同じ。）に交付した政務活動費のうち、請求人

が主張するタクシー代、駐車場代、地域団体の会合出席費、会議費及び広聴費

としての茶菓子代、食事代等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 

請求人に対して、法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２９年３月２９

日に陳述の機会を設けた。 

    陳述において、請求人は、請求の趣旨を補足する主張を行った。主な主張は

次のとおりである。なお、新たな証拠の提出はなかった。 

   ○ タクシー代は、件数も多く中には近距離のものもあり、区民感覚として政

務活動費からの支出は認められるべきではない。 

 ○ 飲食を伴う新年会や賀詞交歓会などへの参加費は、私費で支払うべきもの

であり、政務活動費からの支出は認められるべきではない。 
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 ○ 広聴費としての茶菓子代等や会議費としての茶菓子代、食事代等は、区民

感覚として政務活動費からの支出は認められるべきではない。 

 

 ３ 監査対象部局の指定と質問への回答 

    区議会事務局を監査対象部局とし、請求人の主張事実に関する質問を行い、

回答を得た。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、区議会内部の運用マニュアルとしての「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）タクシー代、駐車場代について 

    手引きの中には、調査旅費のうち都内調査旅費について、使途の例示として

「電車賃、バス代、タクシー代、高速代、駐車料金」と記載されており、タク

シー代、駐車場代は支出内容として認められているものである。また、その目

的として「調査、区政相談、陳情要請活動に係る経費」と記載されており、こ

れらの目的に沿って支出されたものと考えており、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「他団体の会合参加費」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。」と記載されており、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応分を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、食事代等について 

    手引きの中で、会議費の例示として「茶菓子代、食事代」と記載されており、

広聴費の茶菓子代についても同様に認めている。当該支出は、会議費の禁止事

項にある「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
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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」という司法判断もある。 

    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 関係人の指定と質問への回答 

    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、質問し回答を得た。 

その主な内容は、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２９年４月１４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。 
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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。 
なお、平成２７年２月に規程を改正し、収支報告書に添付する領収書を政務活

動費に係る全ての支出とし、その実施時期を平成２７年５月１日からとしている。 
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。最高裁判決（平成２１年１２月

１７日）でも「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

載から明らかに疑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。」とされている。 

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。

本件請求の平成２７年度の政務活動費については、平成２７年８月版の手引きに

よることとされていた。 
（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。 

    なお、平成２７年４月に中野区議会議員選挙が実施されたため、本件請求の

政務活動費は、平成２７年５月分からの交付となっている。 
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  ② 交付申請 

    規程第２条第１項及び第２項に基づき、会派の代表者から区長に対し、平成

２７年５月１日付けで、会派結成届及び交付申請書が提出されている。 

    本件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 １３名 21,450,000 円

公明党議員団  ９名 14,850,000 円

中野区議会民主党議員団  ５名  8,250,000 円

一粒会  １名  1,650,000 円

士魂の会  １名  1,650,000 円

  ※ 中野区議会民主党議員団は、平成２７年５月２５日から民主党議員団に会派

の名称が変更されている。 

 ③ 交付決定 

    規程第３条に基づき、区長は、平成２７年５月１日付けで、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、自由民主党議員団

は、平成２８年４月２６日付け、公明党議員団、民主党議員団、一粒会及び士

魂の会は、同月２８日付けで収支報告書が提出されている。 

    本件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 ２１,４５０,０００円 ２１,７１８,４５４円 ０円

公明党議員団 １４,８５０,０００円 １１,４５１,０５５円 ３,３９８,９４５円

民主党議員団  ８,２５０,０００円  ７,９８０,３３４円  ２６９,６６６円

一粒会  １,６５０,０００円  １,６４０,７７０円  ９,２３０円

士魂の会  １,６５０,０００円  １,６２７,５２０円 ２２,４８０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２８年５月２５日付

けで、残額の返還を命じている。 

    なお、返還を命ぜられた公明党議員団、一粒会及び士魂の会は、同月２６日

付け、民主党議員団は、同月２７日付けで区へ返還している。 

（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。 
  



7 
 

 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、タクシー代及び駐車場代については、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こと、また、飲食を伴う地域団体の会合出席費、会議費及

び広聴費としての茶菓子代、食事代等については、政務調査活動等のための政

務活動費の本来の趣旨を逸脱するものであることから、違法・不当な支出であ

るとして、必要な措置を求めているものと解する。 
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、法、条例及び規程に照らして違法・不当の有無

を確認するとともに、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 タクシー代 

【請求人の主張要旨】 

 目的が明らかでなく、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

ので、政務活動費からの支出は認められるべきではない。 

（１）自由民主党議員団    1,067,000 円 

 【事実関係】 
（１）本件請求のタクシー代は、会派が提出した事業実績書によれば調査旅費であ

り、都内現地調査交通費として支出されたものであった。 

（２）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、調査旅費のうち都内調査旅

費の例示としてタクシー代が挙げられており、レシート、領収書、電子マネー

の利用履歴に基づき、区間を記載し、報告するとされている。なお、個々の利

用目的については、手引きにおいて報告を求めていない。 

（３）証拠書類等を確認したところ、本件対象支出については、すべてレシートが

提出されており、また、これらレシートには、いずれも手引きに従い乗降区間

の記載がされていた。 

（４）関係人への質問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。 

 【判断】 
  都内現地調査のための交通手段としては、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、

手引きの記載は合理性のあるものと認められる。 
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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

ー代については、条例、規程及び手引きに従い適正に処理されており、違法・不当

な支出であるとは認められない。 

 
   ３－２－２ 駐車場代 

【請求人の主張要旨】 

目的が明らかでなく、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

ので、政務活動費からの支出は認められるべきではない。 

（１）自由民主党議員団    258,160 円 

【事実関係】 
（１）本件請求の駐車場代は、会派が提出した事業実績書によれば調査旅費であり、

都内現地調査交通費として支出されたものであった。 

（２）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、調査旅費のうち都内調査旅

費の例示として駐車料金が挙げられており、レシート、領収書、電子マネーの

利用履歴に基づくこととされている。なお、個々の利用目的については、手引

きにおいて報告を求めていない。 

（３）証拠書類等を確認したところ、本件対象支出については、すべてレシート、

領収書が提出されていた。 

（４）関係人への質問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。 

（５）平成２９年３月１７日付けで、自由民主党議員団の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（5,220 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ていた。 

【判断】  
都内現地調査のための交通手段としては、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ことから、手引きの記載は合理性の

あるものと認められる。 
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

代については、条例、規程及び手引きに従い適正に処理されており、違法・不当な

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、自由民主党議員団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。 
 

   ３－２－３ 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】 
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政務調査活動等のための政務活動費の本来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。 

（１）自由民主党議員団    802,300 円 

（２）公明党議員団      975,300 円 

（３）民主党議員団      250,000 円 

（４）一粒会          73,000 円 

（５）士魂の会         55,000 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である。手引きの中で、

広聴費の対象は、広聴会費（案内及び配布用資料費、会場費、機材借上げ費、

人件費）と他団体の会合参加費とされている。他団体の会合参加費については、

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（案内状の存在を原

則とするが、領収書により実態が把握可能であればよい）。また、新年懇談・

懇親会への参加も同様とするとされている。 

（２）証拠書類等を確認したところ、本件対象支出については、すべて領収書及び

必要な案内状が提出されていた。 

（３）関係人への質問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。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。 

 ⑤士魂の会 

各団体や地域の方が集まる会合なので、その場で様々な提案や意見をいただく

ことが多々ある。 

飲食が主たる目的ではない会合だが、区民の方に誤解を与える可能性があると

いう指摘を受け止め、今回計上した広聴費のうち、指摘をうけた会合出席費は、

すべて返還する。 



10 
 

（４）平成２８年１２月２６日付けで、自由民主党議員団の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（13,000 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、さらに、平成２９年３月１７日付けで、監査請求

に該当する経費の一部（13,000 円）を削除した政務活動費の収支報告書が改め

て提出されていた。 

（５）平成２９年３月２２日付けで、民主党議員団の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（2,000 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ていた。 

（６）平成２９年３月２７日付けで、士魂の会の経理責任者より議長に対し、監査

請求に該当する経費（55,000 円）を削除した政務活動費の収支報告書が改めて

提出されていた。 

【判断】  
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。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、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、その必要性について理解できるもので、手引きの

記載は合理性のあるものと認められる。 

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は、条例、規程及び手引きに従い適正に処理されており、違

法・不当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、自由民主党議員団、民主党議員団及び士魂

の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。 
 

   ３－２－４ 会議費及び広聴費としての茶菓子代、食事代等 

【請求人の主張要旨】 

政務調査活動等のための政務活動費の本来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。 

（１）自由民主党議員団（会議費）    316,740 円 

（２）公明党議員団（広聴費）        8,964 円 

（３）民主党議員団（広聴費）      103,134 円 

（４）士魂の会（広聴費）         5,382 円 

【事実関係】 
（１）条例別表によると広聴費は、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、広聴費の記載例に茶菓

子代がある。また、会議費の例示に茶菓子代、食事代等があり、食事代には会

派における会議（団会議等）に出す弁当や、手伝いの人へ謝礼的な意味で出す

弁当代も含むとされている。なお、飲食のみを目的とした会合に係る経費につ
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いては、禁止事項として揚げられている。 

（２）証拠書類等を確認したところ、本件対象支出については、すべてレシート、

領収書が提出されていた。また、会派が提出した事業実績書によれば会議費に

おける茶菓子代、食事代等は、議員団控室のお茶代、茶菓子代、コーヒー代と

団会議での食事代であり、広聴費における茶菓子代等は、来客や団体等との懇

談用のものとして支出されていた。 

（３）関係人への質問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ものと考えている。 

 ③民主党議員団 

  陳情者や来客及び団体等との懇談の際、お茶等を出すことなどは必要な場面が

あると考えている。お茶等の提供に際しては使途基準に沿って適切に活用して

いる。 

④士魂の会 

 手引きでも認められており、また、社会通念上政務活動費として認められる範

囲内と考えており、支出は適切であったと認識している。 

【判断】 
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、手引きの記載は合理性の

あるものと認められる。 

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及び広聴費とし

ての茶菓子代、食事代等については、条例、規程及び手引きに従い適正に処理され

ており、違法・不当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。 


