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住民監査請求に係る監査結果の公表について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第４項の規定に基づき、住民監査請

求に係る監査の結果を次のとおり公表する。 

 

 

 

平成３０年４月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

中野区監査委員  竹  内  沖  司  

同        下  田  政  廣  

 



 

 

 

住 民 監 査 請 求 監 査 結 果 

（平成２８年度政務活動費に関する件） 

 

 

第１ 請求の受付 

 １ 請求人 

    代表者Ａ（中野区） 
     Ｂ（中野区） 

 Ｃ（中野区） 
 Ｄ（中野区） 
 Ｅ（中野区） 
 Ｆ（中野区） 
 Ｇ（中野区） 
 Ｈ（中野区） 
 Ｉ（中野区） 
 Ｊ（中野区） 
 Ｋ（中野区） 
 Ｌ（中野区） 
 Ｍ（中野区） 
 Ｎ（中野区） 
 Ｏ（中野区） 
 Ｐ（中野区） 
 Ｑ（中野区） 
 Ｒ（中野区） 
 Ｓ（中野区） 
 Ｔ（中野区） 
 Ｕ（中野区） 
 Ｖ（中野区） 

     

 ２ 請求書の提出 

    平成３０年３月５日 

   1 
 



 

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２８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調査旅費 1,158,950円（タクシー代 936件） 

②調査旅費  193,240円（駐車場代 224件） 

③広聴費 911,300円（会派として出席した地域団体の会合出席費610,000

円（１万円以上のもの）及び 301,300円（１万円に満たないもの）） 

④会議費 311,182円（コーヒー代 7,344円、食事代 303,838円） 

公明党議員団 

①広聴費 883,380円（会派として出席した地域団体の会合出席費） 

②広聴費 38,073円（広聴会用及び団体懇談会の茶菓子代）  

③会議費 21,542円（会議用茶菓子代） 

日本共産党議員団 

①広報費 342,159円（ほっこり通信Ｎｏ.７０（３月２７日発行）費用

293,151円、区政報告会「春をよぶつどい」 (２月１８日開催)費用

49,008円） 

民進党議員団 

 ①調査旅費 992,888円（タクシー代 586件 828,490円、パスモチャー 

  ジ代 164,398円） 

②広聴費 314,000円（会派として出席した地域団体の会合出席費） 

③会議費 13,030円（昼食・湯茶代） 

中野市民の会 

①広聴費 25,000円（会派として出席した地域団体の会合出席費） 

一粒会 

①調査旅費 26,650円（タクシー代） 

②広聴費 71,000円（会派として出席した地域団体の会合出席費） 

士魂の会 

①広聴費 4,000円（神社節分参加費） 
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（２）上記（１）の支出のうち、①タクシー代、駐車場代、パスモチャージ代

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広聴費としての茶菓子代及び会議費とし

てのコーヒー代、食事代、茶菓子代、昼食・湯茶代は、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。④広報費におけるほっこり通信Ｎｏ．７０費

用及び「春をよぶつどい」費用については、区議を辞職して都議会議員選

挙へ立候補を表明した時期よりも後に支出されたものであって、開示され

た資料のみからは、実質的には都議会議員選挙のための政治活動のために

支出されたという疑いを払拭することができない。⑤広聴費として支出さ

れた神社節分参加費は、憲法の政教分離の原則及びそれに基づく地方自治

財政上の規律の面から、宗教活動への支出が正当な政務活動費の支出とは

認められない。 

 

３－２ 措置請求 

監査委員は、上記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 5,306,394

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３０年３月５日付けでこれ

を受理することと決定した。 
    なお、大内愼吾監査委員及び甲田百合子監査委員は、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２８年度に、自由民主党議員団、公明党議員団、日本共産党議員団、民

進党議員団、中野市民の会、一粒会及び士魂の会に交付した政務活動費のうち、
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請求人が主張事実のとおり示した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３０年３月２６

日に陳述の機会を設けた。 

    陳述において、請求人が行った主な陳述及び監査委員との質疑により確認さ

れた事項は次のとおりである。 

    なお、新たな証拠の提出はなかった。 

    ①基本的な主張は中野区職員措置請求書に記載したとおりである。 

  ②東京都議会は今年の一月から新年会や賀詞交歓会については、政務活動費 

   からの支出を認めないこととしている。このような社会情勢の変化を重視 

   していただきたい。  

  ③中野区の政務活動費について、平成２８年３月に出された東京地裁の裁判 

   例がある。これは裁判所が政務活動費の使途については厳格な解釈をする 

   べきであるという考え方を示している。 

  ④飲食に係る政務活動費の支出については、どのような枠組みで判断するか     

   を明確に示してほしい。 

  ⑤東京都議会での対応、裁判例など、世論の変化に照らし、監査委員として 

   積極的な意見を表明してもらいたい。 

  ⑥広報費に係る元区議の通信Ｎｏ.７０及び報告会「春をよぶつどい」につい  

   ての資料はないため、通信Ｎｏ.７０の記載内容や報告会の実施内容は確認 

   していない。 

  

 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が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｣）とそれぞれの科目毎の内容を定めている。 
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    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。 

    手引きは第２０期前期議会運営改善検討会において政務調査費（現「政務活

動費」）の支出にあたっての留意事項や運用について検討した結果を取りまと

めたもので、平成２１年２月１０日の議会運営協議会において議長が確認し決

定した。 

    平成２８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

ととなっている。 

    以上を踏まえ、次のとおり考える。 

（１）調査旅費としての①タクシー代、②駐車場代、③パスモチャージ代につい

て 

    調査旅費のうち都内調査旅費に関しては、手引きの中で使途の例示として

「電車賃、バス代、タクシー代、ガソリン代、高速代、駐車料金」と記載され

ており、①タクシー代、②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、同科目について、スイカ・パスモなどの報告の仕方に関する記載が

あることから、電車賃やバス代をこれらの手段で支出することは想定されてお

り、③パスモチャージ代の支出は認められている。 

    都内調査旅費の内容として「調査、区政相談、陳情要請活動に係る旅費」と

記載されており、①②③ともこれらの目的に沿って支出されたものと考えてい

る。 

    よって、いずれも不当な支出にはあたらない。 

（２）広聴費としての飲食を伴う会合への出席費について  

   手引きの中で、広聴費の例示として「他団体の会合参加費」があり、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。」と記載されている。 

   また、各会派とも、飲食の提供の有無にかかわらず、地域団体等の会合等

の場で直接政策等に関する意見や要望を聴くことを調査研究における重要な

機会と位置づけているものである。 

   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はないため、不当な支出にはあたらない。 

（３）広聴費及び会議費としての茶菓子代、食事代等について 

    手引きでは、会議費の例示として「茶菓子代、食事代」と記載されており、
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広聴費の茶菓子代についても同様に認めてきている。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」ではないため、手引

きに沿った内容の支出である。 

    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」という司法判断の例もある。 

    以上のことから不当な支出にはあたらない。 

（４）広報費としての広報紙費及び報告会費について 

    元区議の議員辞職日は平成２９年５月１８日であった。指摘された区政報告

会の開催日、広報紙の発行日とも、元区議が現職区議であった時期である。 

    元区議は平成２９年区議会第１回定例会の一般質問において、区政に関する

質問を行っており、指摘のあった通信Ｎｏ．７０（３月２７日発行）の内容を

確認すると、この一般質問をはじめ、区議会や区政に関する報告の記事であり、

都議選に関する記載は一切見受けられなかった。 

    よって、これらの支出が都議選のための政治活動のための支出であるとは考

えていない。 

（５）広聴費としての神社節分参加費について 

    会派に確認したところ、指摘のあった支出については自費で行ったもので 

あったが、誤って領収書を政務活動費のものと混在させてしまい、計上してし

まったものであった。 

    会派からは既にこの支出を削除した内容に修正された収支報告書が提出さ

れている。 

 

 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、自由民主党議員団、公明党議員団、日

本共産党議員団、民進党議員団、中野市民の会、一粒会及び士魂の会の会派代

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、質問を行い回答を

得た。その主な内容は以下のとおりである。 

（１）自由民主党議員団 
  ①調査旅費としてのタクシー代について 
   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調査旅費としての駐車場代について 
   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。 
 ③広聴費としての飲食を伴う会合への出席費について 
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   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。 
 ④会議費としての茶菓子代、食事代等について 
   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 
  ①広聴費としての飲食を伴う会合への出席費について 
   手引きに則り、適正に支出しているものと考える。 
 ②広聴費及び会議費としての茶菓子代、食事代等について 
   手引きに則り、適正に支出しているものと考える。 
（３）日本共産党議員団 
  ①広報費としての広報紙費及び報告会費について 
   ほっこり通信Ｎｏ．７０（３月２７日発行）費用及び区政報告会「春をよ

ぶつどい」（２月１８日開催）費用については、毎年、同時期に通信の発行及

び区政報告会の開催をしている。したがって、都議会議員選挙のための政治

活動にあたるものではなく、適正な支出であると考える。 
（４）民進党議員団 
  ①調査旅費としてのタクシー代について 
   タクシー代については、手引きでは支出が認められており、会派で適正に

支出されていることを確認している。 
 ②調査旅費としてのパスモチャージ代について 
   パスモチャージ代については、交通費としての支出が手引きで認められて

おり、会派で適正に支出されていることを確認している。 
 ③広聴費としての飲食を伴う会合への出席費について 
   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、貴重な時間である。この

ような場での意見交換が、議員活動において大いに参考になる部分もあると

考える。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会議費としての茶菓子代、食事代等について 
   会議費における昼食代及び湯茶代に関しては、手引きにより認められてお

り、適正に支出している。 
（５）中野市民の会 
 ①広聴費としての飲食を伴う会合への出席費について 

    手引きの使途基準に則り適正に支出したと考えている。 

（６）一粒会 
 ①調査旅費としてのタクシー代について 
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   区立公園のトイレの実態調査(１３か所)を含む政務調査のための交通費で  

  あり、問題はなく適正に支出されていると認識している。 
 ②広聴費としての飲食を伴う会合への出席費について 
   手引き内で認められている広聴の為の参加費であり、飲食が目的ではない。  
  適正な支出と認識している。 
（７）士魂の会 
 ①広聴費としての神社節分参加費について 
   本件については、事務処理の過程で確認もれがあったため、適切に修正し、

処理を完了している。 
 

 

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３０年４月２５日に監査委員２名の合議により、次

のように決定した。 

     

請求人の主張については、理由がないものと認めこれを棄却する。 

なお、請求人が主張する支出のうち、後述の「２（３）収支報告書の削除訂

正」に記載したとおり、自由民主党議員団、民進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。 

 

 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
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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、政務活動費の使途基準と

して手引きを作成し、政務活動費の具体的な使途や手続きなどについて定めてい

る。 

手引きは、法、条例、規程に基づき、政務活動費の具体的な使途基準を定める

ものとして作成されており、条例別表で定める政務活動費を充てることができる

経費の各科目ごとに、その内容、例示、留意事項、禁止事項などを具体的に示す

とともに、政務活動費の支出科目全体に共通して支出が不適当なものを例示して

いる。 
手引きにおいて、本件請求に関係する支出科目の説明及び事業実績書における

記載例は次のとおりである。 
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【調査旅費】           

内 容 

①都内調査旅費 
 調査、区政相談、陳情要請活動に係る旅費 
②国内視察費 
 会派が行う先進自治体又は現地調査に係る経費 
③海外視察費 
 会派が行う先進地調査に係る経費 

例 示 
①電車賃、バス代、タクシー代、ガソリン代、高速代、駐車料金 
②交通費、宿泊費、視察先贈答品 
③交通費、宿泊費、食事代、通訳代 

留意事項 

①都内調査旅費 
・レシート、領収書、電子マネーの利用履歴に基づく。 
・上記支出については、区間を記載し、報告する。 
・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。（但し、行き先経路等明確な記録をしておくなどの工

夫が必要。） 
②国内視察費（日帰りを含む） 
・宿泊費は、「中野区職員の旅費に関する条例」の範囲内で支出を認め

る。 
・報告書は、会派で保管する。 
③海外視察費 
・事前に調査計画書、事後に調査報告書を作成し、議長の承認を得る。 
・海外の調査に伴い通訳を依頼する場合は、交通費、宿泊費等と併せて

調査旅費から支出してよい。 

禁止事項 
・政党及び選挙活動に係る経費 
・本会議、委員会への出席にかかる費用 

 
スイカ及びパスモなどの報告の仕方について 
 原則、都内への旅費の使用とする。 
＜手 順＞ 

①政務活動費用専用カードを会派に登録する。 
（会計帳簿にカードの番号を記載することにより登録したものとする） 

②利用明細（履歴）を「領収書等添付用紙」に貼付し、政務活動費該当部分を計

算し報告するか、又は利用日・利用区間・利用実費額を記載した利用明細を作

成し、証拠書類としてチャージ時の領収書を添付のうえ報告する。 
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＜記載例８-②＞

１.先進自治体視察

（事業概要等） （経費支出実績） 円

  視察日 平成○年５月１日・２日(2日間）  旅　費
　視察先 兵庫県神戸市 　交通費 @36,000×3人＝ 108,000

（震災復興と産業の再生について） 　宿泊費 @12,000×3人＝ 36,000
兵庫県西宮市
（市街地活性化基本計画について）  視察先贈答品（せんべい詰合せ）

　視察者 ３人(○○議員､○○議員､○○議員) 　@2,100×2市＝ 4,200

計 148,200

２.先進自治体視察

（事業概要等） （経費支出実績） 円

  視察日 平成○年５月１４日・１５日(2日間）  旅　費
　視察先 大阪市箕面市 　交通費 @34,200×6人＝ 205,200

（市民参加条例施行状況について） 　宿泊費 @13,000×6人＝　 78,000
大阪市吹田市
(老人保健施設｢桜花の家｣運営実態について)  視察先贈答品（菓子詰合せ）

　視察者 ６人(○○議員､○○議員､○○議員 　@2,100×2市＝ 4,200
     ○○議員､○○議員､○○議員)

計 287,400

３.海外調査旅費

（事業概要等） （経費支出実績） 円

　視察日 平成○年８月２０～２４日（2泊5日）  旅　費
　視察先 アメリカ国ポートランド市 　交通費 @150,000×2人＝ 300,000

（低炭素社会の実現に向けた取り組みについて） 　宿泊費 @ 30,000×2人＝ 60,000
カナダ国バンクーバー市 　通訳料 @ 15,000×9ｈ＝ 135,000
（バンクーバーの教育事情とその対策について）

　視察者 ２人（○○議員、○○議員）  視察先贈答品（菓子詰合せ）
　@2,100×2市＝ 4,200

計 499,200

４.その他調査旅費（１事業又は１件あたり１万円に満たないもの）

（事業概要等） （経費支出実績） 円

　＜都内＞ 252,800
　　新宿区、千代田区、三鷹市、立川市ほか
　　　計 ○○ヶ所　　延 ○○人

　＜都外＞ 372,100
　　諏訪市 ３人　　仙台市 ２人　　岡山市 １人
　　新潟市 ２人　　静岡市 ３人　　福島市 ２人
　　浜松市 ３人　　横浜市 ３人　　ほか
　　　計 ○○ヶ所　　延 ○○人

計 624,900

合　　　　計 1,559,700

支 出 科 目

事   業   実   績   書

会派名　　○○○議員団
調　査　旅　費
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【広報費】                     
内 容 会派が行う活動、議会活動の広報に係る経費 

例 示 

①報告会費（案内及び配布用資料費、会場費、機材借上げ費、人件費） 
②広報紙費（原稿作成費、印刷費、折費、新聞折込費、送料・発送費、

ポスティング代、消耗品費、人件費） 
③ウェブサイト等作成管理費 

留意事項 

①報告会費 
・報告に際し、目的、会場名、参加人数を明記する。 
②広報紙費 
・報告に際し作成者、発行日、発行部数を明記する。 
・作成資料は、会派で保管する。 

禁止事項 （ポスティング代等人件費関連）３親等以内の親族の雇用 

 

 

＜記載例８-④＞

１.○○ニュース発行

（事業概要等） （経費支出実績） 円

　３８号 ４月２５日発行　　　15000部 　版下代 340,000
　３９号 ５月２５日発行　　　13000部 　印刷代 1,811,000
　４０号 ６月２５日発行　　　10000部 　新聞折込み代 350,000
　４１号 ７月２５日発行　　　10000部
　４２号 ８月２５日発行　　　12000部
　４３号 ９月２５日発行　　　12000部
　４４号 １０月２５日発行　　12000部
　４５号 １１月２５日発行　　15000部
　４６号 １２月２５日発行　　15000部
　４７号 １月２５日発行　　　13000部
　４８号 ２月２５日発行　　　11000部
　４９号 ３月２５日発行　　　12000部

計 2,501,000

２.ホームページ管理料

（事業概要等） （経費支出実績） 円

　ホームぺ－ジ更新・データ入力等 　@20,000×12ヶ月＝　 240,000

計 240,000

３.その他広報費（１事業又は１件あたり１万円に満たないもの）

（事業概要等） （経費支出実績） 円

　・区議会報告　　○○○部 　用紙代・郵送料等 49,500
　・活動報告「○○だより」　○○○部 　用紙代・郵送料等 45,000

計 94,500

合　　　　計 2,835,500

支 出 科 目

事   業   実   績   書

会派名　　○○○議員団
広　 報   費
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【広聴費】                     

内 容 
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

するための活動に係る経費 

例 示 
①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） 
②他団体の会合参加費 

留意事項 

①広聴会費 
・報告に際し、目的、会場名、参加人数を明記する。 
②他団体の会合参加費 
・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） 
・新年懇談・懇親会への参加も同様とする。 

禁止事項 
・私的及び会派の慶弔関係の交際経費 
・団体年会費 
・（人件費関連）３親等以内の親族の雇用 

 

 

＜記載例８-⑤＞

１.○○を考える懇談会

（事業概要等） （経費支出実績） 円

　日　時 毎月１５日、年間１２回 　会場使用料 24,000
　会　場 中野サンプラザ研修会 　資料作成費 20,000
　テーマ ○○についての意見交換 　茶菓子代 10,000
　参加者 延 180人

計 54,000

２.会派として出席した地域団体の会合出席費

（事業概要等） （経費支出実績） 円

　・中野○○会新年懇談会会費　○年1月10日 50,000
　・○○連合会新年賀詞交歓会会費　○年1月21日
　・○○会創立五十周年記念式典会費　○年3月8日

計 50,000

３.その他広聴費（１事業又は１件あたり１万円に満たないもの）

（事業概要等） （経費支出実績） 円

　区民との懇談会　　　延 ○回 　印刷費・茶菓子代 24,500

計 24,500

合　　　　計 128,500

支 出 科 目

事   業   実   績   書

会派名　　○○○議員団
広　 聴   費
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【会議費】                    

内 容 会派における各種会議に係る経費 

例 示 
案内及び配布用資料印刷費、会場費（借上げ、設営、資機材）、茶菓子

代、食事代等 

留意事項 
会議費の食事代には、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。 

禁止事項 飲食のみを目的とした会合に係る経費 

 

 

 
 

また、手引きにおいては、各科目に共通して支出が不適当な例として、選挙活

動への支出をあげ、その具体例として陣中見舞、選挙対策費等を挙げている。 
なお、本件請求の平成２８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る。 
（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

＜記載例８-⑥＞

１.○○対策検討会

（事業概要等） （経費支出実績） 円

　日　時 平成○年8月3日、8月20日、9月1日、 　資料作成費 890
9月8日、9月12日 　夕食代 52,500

　会　場 区議会会派控室
　参加者 会派議員　延 ○○名

計 53,390

２.その他会議費（１事業又は１件あたり１万円に満たないもの）

（事業概要等） （経費支出実績） 円

　･団会議 延 ○回 　昼・夕食代 48,000
　･その他 　印刷費・茶菓子代 32,200

計 80,200

合　　　　計 133,590

支 出 科 目

事   業   実   績   書

会派名　　○○○議員団
会 　議　 費
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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

２８年４月１日付けで、政務活動費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  23,400,000円 

 公明党議員団  ９名 16,200,000円 

 日本共産党議員団  ７名 12,600,000円 

 民主党議員団※  ５名  9,000,000円 

 中野市民の会  １名 1,800,000円 

 一粒会  １名 1,800,000円 

 士魂の会  １名 1,800,000円 

  ※民主党議員団は、平成２８年５月１日から民進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２８年４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、日本共産党議員団

は平成２９年４月２１日付け、自由民主党議員団、民進党議員団、中野市民の

会、一粒会及び士魂の会は同月２８日付け、公明党議員団は同月３０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  23,400,000円 23,752,390円 0円 

公明党議員団 16,200,000円 10,370,821円 5,829,179円 

日本共産党議員団 12,600,000円 10,776,077円 1,823,923円 

民進党議員団  9,000,000円 8,846,054円  153,946円 

中野市民の会 1,800,000円 1,670,734円 129,266円 

一粒会 1,800,000円  1,606,578円  193,422円 

士魂の会 1,800,000円 1,824,517円 0円 
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  ⑤残額の返還 

    条例第８条に基づき、区長は、平成２９年５月２４日付けで公明党議員団、

日本共産党議員団及び中野市民の会の会派代表者に対し、同月２５日付けで民

進党議員団及び一粒会の会派代表者に対し、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、中野市民の会は同月２５日付け、日

本共産党議員団、一粒会は同月２６日付け、民進党議員団は同月２９日付けで

区へ返還している。 

（３）収支報告書の削除訂正 

①平成３０年３月１６日付けで、士魂の会の経理責任者から議長に対し、本件請

求の対象支出である広聴費に係る神社節分参加費の全部（4,000 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た。 

②同年３月２８日付けで、自由民主党議員団の経理責任者から議長に対し、本件

請求の対象支出である調査旅費としてのタクシー代経費の一部（6,190 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た。 

③同年４月４日付けで、民進党議員団の経理責任者から議長に対し、本件請求の

対象支出である調査旅費としてのタクシー代経費の一部（13,730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た。 

（４）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。 
 

 ３ 判断 

 

  ３－１ 監査にあたっての基本的な考え方 

中野区における政務活動費については、法第１００条第１４項から１６項までの

規定に基づき、条例を制定し、中野区議会における会派に対して交付している。条

例第５条及び別表では、政務活動費を充てることができる経費の範囲について規定

している。また、規程において交付手続きを定めるとともに、政務活動費の具体的

な使途基準を手引きにおいて明らかにしている。 

政務活動費については、「政務調査費は議会の執行機関に対する監視の機能を果

たすための政務調査活動に充てられることも多いと考えられるところ、執行機関と

議会ないしこれを構成する議員又は会派との抑制と均衡の理念にかんがみ、議会に

おいて独立性を有する団体として自主的に活動すべき会派の性質及び役割を前提

として、政務調査費の適正な使用についての各会派の自律を促すとともに、政務調

査活動に対する執行機関や他の会派からの干渉を防止しようとするところにある
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ものと解される。このような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。」（平成２１年１２月

１７日最高裁判決）とされている。 

そして、「政務活動費を充てることが許される会派の調査研究その他の活動に係

る経費に該当するためには、当該行為ないし行動が、その客観的な目的や性質に照

らし、議員としての活動との間に合理的関連性を有すること、具体的には、当該行

為ないし活動に基づく支出が本件条例別表及び本件手引きに則したものであるこ

とを要する」（平成２８年３月２２日東京地裁判決）とされている。 

このことから、本件請求により監査対象となる個々の支払い経費について、条例、

規程及び手引きに則して適正に処理されているか否かについての監査を行った。 

 

  ３－２ 項目別の判断 

 

  ３－２－１ 調査旅費としてのタクシー代 

【監査対象】 

 自由民主党議員団  1,152,760円（削除訂正された金額を差し引いた額） 

 民進党議員団   814,760円（削除訂正された金額を差し引いた額） 

 一粒会     26,650円 

 【判断】 
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。手引きにおいて、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。 

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、区内移動タクシー代等として支出されたものであった。 

証拠書類等を精査したところ、本件対象支出については、すべて手引きの記載

例に添ったレシートが提出されており、これらレシートは、いずれも手引きに従い

都内の乗降区間の記載がされていた。 

上記のような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
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おり、使途基準の逸脱はなく、違法・不当な支出であるとは認められない。 

 
  ３－２－２ 調査旅費としての駐車場代 

【監査対象】 

  自由民主党議員団   193,240円 

【判断】 
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。手引きにおいて、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、留意事項の記載欄において、車を使用した

場合については、駐車場代を交通費として支出してよいと記載されており、支出の

証拠については、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。 

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。 

証拠書類等を精査したところ、本件対象支出については、すべて手引きの記載

例に添った都内駐車場のレシートが提出されていた。 

上記のような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、

使途基準の逸脱はなく、違法・不当な支出であるとは認められない。 
 

  ３－２－３ 調査旅費としてのパスモチャージ代 

【監査対象】 

  民進党議員団   164,398円 

 【判断】 
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。手引きにおいて、調査旅費のうち都内調査旅費の

例示として電車賃、バス代が挙げられており、政務活動費用専用カードを会派に登

録し、利用明細(履歴)を「領収書等添付用紙」に貼付し、政務活動費該当部分を計

算し報告するか、又は、利用日、利用区間、利用実費額を記載した利用明細を作成

し、証拠書類としてチャージ時の領収書を添付のうえ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。 

本件請求のパスモチャージ代は、会派が提出した事業実績書によれば調査旅費

であり、手引きの記載例にある「その他調査旅費」の区分で支出されたものであっ

た。 
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証拠書類等を精査したところ、本件対象支出については、すべてＩＣカード利

用明細(履歴)又は利用明細にチャージ時の領収書を添えたものが添付されており、

利用明細にはいずれも手引きに従い利用日、都内の利用区間、利用実費額の記載が

されていた。 

上記のような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

としてのパスモチャージ代については、条例、規程及び手引きに従い適正に処理さ

れており、使途基準の逸脱はなく、違法・不当な支出であるとは認められない。 
 

  ３－２－４ 広聴費としての飲食を伴う会合への出席費 

【監査対象】 
 自由民主党議員団   911,300円 

 公明党議員団     883,380円 

 民進党議員団     314,000円 

 中野市民の会      25,000円 

 一粒会           71,000円 

 【判断】 
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。手引きにおいて、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。なお、こうした会合が飲食を伴う場合に、その出席費への支出

を禁止することとはされていない。 

本件請求の広聴費は、会派が提出した事業実績書によれば、他団体の会合参加

費として支出されたものであった。 

証拠書類等を精査したところ、本件対象支出については、すべて手引きの領収

書の記載例に添った領収書が提出されていた。 

上記のような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への出席費については、条例、規程及び手引きに従い適正に処

理されており、使途基準の逸脱はなく、違法･不当な支出であるとは認められない。 
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 ３－２－５ 広聴費及び会議費としての茶菓子代、食事代等 

【監査対象】 

 自由民主党議員団（会議費） 311,182円 

 公明党議員団（広聴費）    38,073円 

 公明党議員団（会議費）    21,542円 

 民進党議員団（会議費）       13,030円 

【判断】 
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。手引きにおいて、広聴費の事業実績書の記載例に

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、会議費においては、飲食のみを目的とした会合に係

る経費については、禁止事項として挙げられている。 

本件請求の広聴費及び会議費は、会派が提出した事業実績書によれば、広聴費

からは広聴会用お茶代及び団体懇談会用茶菓子代が、会議費からは控室のコーヒー

代、団会議の食事代、会議用の茶菓子代及び団会議の昼食・湯茶代が支出されたも

のであった。 

証拠書類等を精査したところ、本件対象支出については、すべて手引きの記載

例に添ったレシート又は領収書が提出されていた。 

上記のような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及

び会議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、使途基準の逸脱はなく、違法・不当な支出であるとは認め

られない。  

  

  ３－２－６ 広報費による広報紙費及び報告会費  

 【監査対象】  

  日本共産党議員団    342,159円 

 【判断】 

条例別表によると広報費は、会派の活動、議会活動の広報に要する経費である。

手引きにおいて、広報費の例示として、広報紙費、報告会費等が挙げられている。

また、広報紙費に含まれるものとして、原稿作成費、印刷費、送料・発送費等が、

報告会費に含まれるものとして案内及び配布用資料費、会場費等が示されている。

留意事項として、広報紙費については、報告に際し作成者、発行日、発行部数を明

記すること、報告会費については、報告に際し目的、会場名、参加人数を明記する

こととされている。 
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本件請求の広報費は、会派が提出した事業実績書によれば、広報紙費による広

報紙ほっこり通信Ｎｏ.７０に係る発行経費及び報告会費による区政報告会「春を

よぶつどい」の開催に係る経費として支出されたものであった。  

証拠書類等を精査したところ、本件対象支出のうち広報紙費によるほっこり通

信Ｎｏ.７０費用 293,151円については、印刷代 212,163円と振込手数料 216円、

郵送代（1,116通）80,772円の合計であり、手引きの記載例に添った領収書が提出

されていた。報告にあたっては、手引きにおいて作成者、発行日、発行部数を記載

することとなっており、領収書等添付用紙の備考欄に必要事項が記載されていたこ

とを確認した。 

本件対象支出のうち報告会費による区政報告会「春をよぶつどい」49,008 円に

ついては、横断幕代金 5,400 円と振込手数料 108 円、会場使用料 43,500 円の合計

であり、手引きの記載例に添ったレシート又は領収書が提出されていた。報告にあ

たっては、手引きにおいて目的、会場名、参加人数を記載することとなっており、

領収書等添付用紙の備考欄に必要事項が記載されていたことを確認した。 

ところで、請求人は、本件支出については都議会議員選挙のために支出された

疑いがあると主張している。この点については、手引きにおいて、政務活動費の各

科目に共通する不適当な支出の例として選挙活動への支出が示されており、例示と

して選挙対策費等が挙げられている。 

関係人である日本共産党議団に対し、ほっこり通信Ｎｏ.７０及び「春をよぶ    

つどい」のチラシ、次第、議事録、横断幕等に係る関係資料の提出を求めたところ、

「春をよぶつどい」の次第、議事録については無いとの回答とともに、ほっこり通

信Ｎｏ.７０及び「春をよぶつどい」のチラシ、案内はがき、横断幕デザイン図、

横断幕写真についての提出を受けた。 

これら資料を精査したところ、支出が不適当な例として記載されている選挙活

動や選挙対策費としての支出をうかがわせる事実を確認することはできなかった。 

なお、請求人は、都議会議員選挙のために支出された疑いを示す証拠書類を提

出していない。 

上記のような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報費に

よる広報紙費及び報告会費については、条例、規程及び手引きに従い適正に処理

されており、使途基準の逸脱はなく、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。 
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※ホームページへの掲載にあたり、個人情報の保護の観点などにより、個人名及び法

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。 
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	本件請求の広聴費及び会議費は、会派が提出した事業実績書によれば、広聴費からは広聴会用お茶代及び団体懇談会用茶菓子代が、会議費からは控室のコーヒー代、団会議の食事代、会議用の茶菓子代及び団会議の昼食・湯茶代が支出されたものであった。
	証拠書類等を精査したところ、本件対象支出については、すべて手引きの記載例に添ったレシート又は領収書が提出されていた。
	上記のような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及び会議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、使途基準の逸脱はなく、違法・不当な支出であるとは認められない。
	条例別表によると広報費は、会派の活動、議会活動の広報に要する経費である。手引きにおいて、広報費の例示として、広報紙費、報告会費等が挙げられている。また、広報紙費に含まれるものとして、原稿作成費、印刷費、送料・発送費等が、報告会費に含まれるものとして案内及び配布用資料費、会場費等が示されている。留意事項として、広報紙費については、報告に際し作成者、発行日、発行部数を明記すること、報告会費については、報告に際し目的、会場名、参加人数を明記することとされている。
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