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住民監査請求監査結果 

 

第１ 請求の受付 

１ 請求人 

（省略） 
 
 

 
２ 請求書の収受 

平成 28年 11月 11日に住民監査請求書を収受した。 
 
３ 請求の要旨 

 請求人から提出された「住民監査請求書」による主張及び措置要求の要旨は次のとおりであ

る。 
 なお、住民監査請求書の原文は別紙のとおりである。 
 

（１）請求の要旨 

 平成 27年度福井市議会政務活動費の支払証拠書類等を閲覧したところ、中村綾菜議員と皆

川信正議員の人件費において実態の明らかでない支出、並びに後藤裕幸議員の事務所費にお

いて過分な充当の支出が存在した。これらを公金から支出することは違法、不当である。よ

って、福井市長に対し、３議員に支出額の返還をさせるなど、必要な措置を講ずるよう勧告

することを求める。 

 
ア 中村綾菜議員の人件費について 

 中村議員は時給 1,000円で事務員を雇用している。業務はどの月も 50時間で、50,000

円の給料を、毎月、人件費で充当している。しかし、支払証拠書類が不透明で信用性に欠

けるため、本件の人件費 600,000 円は不当支出である。 

 各月の出勤簿に記載されている業務の内容は、「政務活動費作成」、「市政報告作成」、「名

刺入力（市政報告発送準備）」、「こころの病気について」等、１行のみの抽象的な記載が繰

り返されているだけで、実態がよくわからない。事務員の勤務場所も記載がない。さらに、

４月の出勤簿については、改選前と改選後のファイルに１枚ずつ、２種類・２枚が添付さ

れているが、内容は全く異なっており、これらを信用することはできない。 

 また、添付された領収書は、宛名（議員名、４月以外は活字）以外は黒塗りで、職員雇

用台帳の事務員の個人名も黒塗りのため、雇用も支払先も架空ではないかとの疑念を禁じ

得ない。 

 
イ 皆川信正議員の人件費について 

 皆川議員は、改選後、４月に 7,000 部、８月に 7,700部、12月に 7,000部の市政活動報
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告書を印刷し、翌月または翌々月に印刷会社に支払っている。 

 これらを日本郵便株式会社の別納引受で発送した分には広報費を充当しているが、さら

に、アルバイトによる各戸配布も行っており、アルバイト代には人件費を充当している。

しかし、人件費の 370,050 円については支払証拠書類が不十分であり、配布の単価も高す

ぎる不当支出である。 

 アルバイトが配布する 4,934戸の配布について、１戸当たり 25円で９人のアルバイトを

年に３回雇用し、配布地区、配布数の内訳を記載した領収書１枚をもって９人分の領収書

としているが、９人の「職員雇用台帳」はない。 

 福井市議会政務活動費の交付に関する条例（以下「政務活動費交付条例」という。）第 8

条第 2項は、別表において、人件費を「会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用す

る経費」と定め、政務活動費運用マニュアル（以下、「運用マニュアル」という。）は、人

件費について「政務活動の補助業務のために雇用した職員の給料、手当、社会保険料、ア

ルバイト賃金等に、政務活動費を充当できるものとする。」とし、「補助職員を雇用した場

合は、氏名・住所・生年月日・雇用期間等を『職員雇用台帳』に記載し、保存するものと

する。」としている。配布業務に特化したアルバイトであっても、人件費を充当しているの

だから、９人の所定要件を「職員雇用台帳」に記載し、支払証拠書類として提出するべき

である。 

 また、広報誌の配布に係る１部当たりの単価は、郵送が 76円、アルバイトによるポステ

ィングが25円となっており、年間総額では、郵送料が587,406円、アルバイト賃金は370,050

円で、合わせて 957,456円となっている。しかし、下畑議員の場合、ポスティング単価は

約 5円（下畑議員 活動記録簿№20）であり、新聞折込による場合でも、加藤議員が１通当

たり約 7円（加藤議員 活動記録簿№33）、玉村議員が約 3円（玉村議員 活動記録簿№22）

に止まっていることから、皆川議員のポスティング単価は不当に高いといわざるを得ない。 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）第 2条第 14項の地方自治体

における「最少の経費で最大の効果を挙げる」趣旨は、予算に基づいて議員に交付される

政務活動費の執行においても守られるべきであり、社会的な相場を超える部分は返還され

なければならない。 

 

ウ 後藤裕幸議員の事務所費について 

 ６月から３月までの期間における賃借事務所に係る費用の全額を事務所費で充当し、10

か月間の合計額は 704,183円で、内訳は、家賃が 530,000 円、複合機リース料が 103,680

円、電気料が 26,114 円、電話料が 44,389円である。 

 運用マニュアルでは、「事務所が政務活動のみに限定して使用されている場合は、政務活

動費として全額支出することが可能」との記載がある。しかし、地方議員の活動が多面的

である以上、政務活動と他の議員活動とを区分するのは困難であるから、独立した事務所

を使用している他の議員は按分して充当している。全額充当しているのは後藤議員のみで

あり、過分な充当分は不当支出である。 

 また、４月と５月の２か月間は３分の１の按分充当をしていたにもかかわらず、６月か

ら全額を充当していることに関して、以下の諸点に関する十分な説明がされなければなら
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ない。 

①６月から全額充当に変更した理由 

②事務所使用記録簿について 

ⅰ）４月分と５月分の添付がない理由 

ⅱ）記載された業務内容を「100％政務活動である」とする理由 

ⅲ）記載された業務内容以外に事務所を使用していないとする理由 

 

（２）請求書に添付された事実を証する書面等 

①請求人作成による「『福井市議会 2015（平成 27）年度政務活動費収支報告書一覧』 

 （改選前）並びに（改選後）」 

②閲覧資料の写し 全 60枚 

 
４ 請求の審査 

（１）監査委員の除斥について 

 堀川秀樹監査委員及び島川由美子監査委員は法第 199条の 2の規定により除斥した。 
 

（２）要件審査の結果 

 監査の実施に当たり、本件住民監査請求が法第 242条第 1項所定の要件に適合しているか

について審査を行った。 

 その結果、本件住民監査請求は法第 242条第 1項所定の要件を具備しているものと認めた。 

 

（３）請求の受理 

 平成 28年 11月 11 日付け監査第 86号で受理し、監査することを決定した。 
 
 
第２ 監査の実施 

１ 監査対象事項 

 住民監査請求書及び事実を証する書面等について検討した結果、福井市議会議員に交付した

平成 27年度政務活動費のうち、請求人が不適切な支出として返還を求めている「人件費」及び

「事務所費」を監査対象とした。 

 

２ 監査対象所属 

 政務活動費の支出事務を所管している福井市議会事務局庶務課（以下「庶務課」という。）を

監査対象所属とした。 

 

３ 請求人の証拠の提出及び陳述 

 法第 242 条第 6 項の規定に基づき、新たな証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、３名

の請求人のうち２名が出席し、請求の趣旨を補足するための陳述を行った。 
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（１）陳述日時・場所・出席者 

 平成 28年 11月 25 日(金) 午前 11時 00分から午前 11時 30分まで 

 福井市役所 監査委員室 

 請求人 （省略） 

（２）立会人 

 庶務課主任 横山尚永、同主査 南部奈沖 

（３）陳述に当たり、次の書面が提出された。 

①請求人作成による「2015年度福井市議会政務活動費の支出に対する住民監査請求（2016

年 11月 11日付け）に係る意見陳述」 

 

４ 監査対象所属の陳述 

 法第 242条第 7項の規定に基づき、庶務課の職員が陳述を行った。 
（１）陳述日時・場所・出席者 

 平成 28年 12月 8日（木）午後 1時 15分から午後 1時 50分まで 

 福井市役所 監査委員室 

 庶務課課長 松井優美、同主任 横山尚永、同主査 南部奈沖 
 

５ 関係人の意見聴取 

 法第 199 条第 8 項の規定により、本件住民監査請求の対象である３名の福井市議会議員から

意見の聴取を行った。 
（１）聴取日時・場所・出席者 

 平成 28年 12月 8日（木） 

福井市役所 監査委員室 

午後 2時 00 分から午後 2時 30分まで 中村綾菜議員 

午後 2時 30 分から午後 3時 00分まで 皆川信正議員 

午後 3時 00分から午後 3時 30分まで 後藤裕幸議員 

 
６ 監査における判断基準について 

 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。」とあり、同条第 15 項において

「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。 

 政務活動費の使途基準については、政務活動費交付条例第 8 条第 1 項において「政務活動

費は、会派及び議員が行う調査研究、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（以下「政務活動」という。）に要する経費に対して交付する。」
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とあり、同条第 2項において、「政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てる

ことができるものとする。」と規定されている。 

さらに、福井市議会が作成した運用マニュアルにおいて、政務活動費の「使途基準の運用

指針」が示されており、この中で使途基準を定めている。 

ただし、議会には執行機関に対する監視の機能の側面もあるため、いかなる政務活動費を

支出するかについては、議員の自律的判断に委ねられるべきものである。 

    今回の監査にあたっては、政務活動費交付条例及び運用マニュアルが定める使途基準、例

示等を拠りどころとしながら、政務活動費制度の趣旨を踏まえ、議員の自律性を尊重すると

ともに、社会通念上、政務活動に資するために必要な経費かどうかの観点から判断する。 
 

 

第３ 監査の結果 

１ 監査委員の判断 

 今回の監査において認められた事実関係及びこれに基づく監査委員の判断は、次のとおりで

ある。 
 
（１）中村議員の人件費について 

 請求人は、時給 1,000円で雇用している事務員の給料について、業務はどの月も 50時間で、

毎月 50,000 円を人件費で充当しているが、出勤簿に記載されている業務内容が抽象的である

こと、勤務場所の記載がないこと、４月の出勤簿について改選前と改選後で２枚添付されて

いるが内容が全く異なっていること、また、領収書と職員雇用台帳も事務員の個人名が黒塗

りであることから、支払証拠書類が不透明で信用性に欠けるため、人件費の 600,000 円は不

当支出であるとし、支出額の返還を求めている。 

 また、請求内容の補完として、「『出勤簿に記載された業務の開始時刻と終了時刻から計算

される勤務時間と、実際に記載されている勤務時間が一致していない日がある。』との新聞報

道について、事務員の実際の出勤状況に基づいて記録していれば起こるはずのないミスであ

る。」 

さらに、「『領収書の宛名は中村議員本人が自筆したと認めた。』との新聞報道については、

運用マニュアルに定められているとおり、中村議員が、その一部を作成していたのでは証明

の根拠とならない。」と陳述した。 

 これについて中村議員から意見を聴取したところ、「事務員の具体的な業務内容は、他市町

村の事例調査及びその同行、市政報告の準備などであり、勤務場所は私の事務所（中村あや

な事務所）である。」、「４月分の出勤簿について、内容の異なるものが２枚存在していたのは、

２名いる事務員のうち政務活動費を充当していない別の事務員のものを誤って添付してしま

ったからである。」、「勤務時間の不一致については、すでに修正したものを提出した。」、「４

月分の領収書については、宛名部分は自筆であるが、事務員本人に領収印を押印してもらっ

ていたため問題ないと認識していた。」との説明があった。 

以上のことについて調査したところ、平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月までの期間におい

て、政務活動の補助業務に従事していたこと、毎月給与を受領していたことを事務員に確認
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した。出勤簿については、誤って提出された平成 27年 4月分は取下げられ、勤務時間の記載

誤りについては修正されたことを確認した。 

 領収書及び職員雇用台帳の記載内容については、中村議員への意見の聴取及び事務員への

調査により相違がないことを確認した。 

 よって、中村議員の人件費については、「架空・不透明で実態が明らかではない」とはいえ

ず、政務活動費を充当したことは認められるものと判断する。 

 

（２）皆川議員の人件費について 

 請求人は、市政活動報告書の配布について、日本郵便株式会社の別納引受で発送した分に

は広報費を充当しているが、さらにアルバイトによる各戸配布も行っており、アルバイト代

に人件費を充当している。しかし、人件費の分は職員雇用台帳がないことから支払証拠書類

が不十分であり、ポスティング単価も不当に高いとして、社会的な相場を超える部分の支出

額の返還を求めている。 

 これについて皆川議員から意見を聴取したところ、「職員雇用台帳を整備していないことに

ついては、雇用期間が極めて短いこと、また、領収書等貼付用紙に記載されたもので足りて

いると認識していたため、職員雇用台帳の作成まで思いが至らなかった。」、「ポスティング単

価については、配布エリアの市民の玄関先に確実に届けたいこと、さらに、必ず見てもらい

たいとの思いから、新聞折込や宅配情報誌と併せた配布ではなく、単独で届ける方法を選択

した上で決定した。この場合の費用を業者に確認したところ、１部 3円～7円では納まらず、

その６～７倍はかかるということだったので、配布地域に住む知人たちに各戸配布をお願い

し、ポスティング単価を 25円に設定した。」との説明があった。 

 以上のことについて調査したところ、意見の聴取後に皆川議員から９名のアルバイトの職

員雇用台帳が提出され、記載内容もマニュアルに沿って作成されていることを確認した。 

ポスティング単価については、皆川議員が求めている単独での各戸配布にかかる費用を各

社のホームページで確認したところ、郵便配送は１通 82円、宅配情報誌配布会社による単独

配布は１部 10 円（配布条件により加算）、日本郵便株式会社の配達地域指定郵便物（タウン

メール）は１部 28円であった。 

配布方法が異なれば、単価が異なるのは当然であり、どのような方法を選択するかは、そ

れに係る費用も含めて議員自らが判断するものである。これらのことを鑑みると、単独での

各戸配布とし、ポスティング単価を１部 25円と設定したことについては、社会的な相場を超

えているとはいえない。 

 よって、皆川議員の人件費については、職員雇用台帳も整備され、ポスティング単価の設

定も不当に高いとはいえないことから、政務活動費を充当したことは認められるものと判断

する。 

 

（３）後藤議員の事務所費について 

 請求人は、６月から３月までの期間における賃借事務所に係る費用の全額を事務所費で充

当しているが、地方議員は活動が多面的であり、政務活動と他の議員活動とを区別するのは

困難であることから、過分な充当分は不当支出であるとして、支出額の返還を求めている。 
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 これについて後藤議員から意見を聴取したところ、「事務所は、住民が気軽に訪れ、地域の

問題や課題を協議するため自宅とは別に設けたものである。６月以降は、政務活動のみに使

用しており、後援会活動やその他の活動には一切使っていない。後援会活動については、使

用料を払って東郷公民館を使っている。」、「事務所使用記録簿については、４月、５月は選挙

活動を行っていたことから、事務所費の３分の１について政務活動費を充当した。この場合、

運用マニュアルでは事務所使用記録簿の添付が求められていないことから添付しなかった。」

との説明があった。 

 以上のことについて調査したところ、後援会活動については、東郷公民館を使用していた

ことを確認した。意見の聴取の内容と事務所使用記録簿の記載事項に矛盾点は見受けられず、

政務活動のみに使用していると解した。 

 よって、後藤議員の事務所費については、政務活動費を全額充当したことは認められるも

のと判断する。 

 

 

２ 結論 

  監査の結果、本件措置請求に係る平成 27年度の福井市議会政務活動費の支出について、請求

人の主張には理由がないものと判断して請求を棄却する。 

 
３ 意見 

   各地で政務活動費の不適切な支出が問題視されている中、議員は、その使途について説明責

任が果たせるよう、常日頃から支払証拠書類を整えておくことが求められる。 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 100条第 15項において「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。」とされ、同条第 16項において「議長は、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。」と規定されている。 

同法の規定を受け、福井市議会基本条例（平成 24年福井市条例第 59号）第 13条第１項にお

いては「会派及び議員は、福井市議会政務活動費の交付に関する条例（平成 13年福井市条例第

7号）の定めるところにより、調査研究その他の活動に資するために政務活動費の交付を受け

たときは、活動記録簿、領収書等を適正に管理し、その使途の透明性を確保しなければならな

い」とされ、同条第 2項においては「会派及び議員は、政務活動費の収支報告書について市民

に対し、自ら説明責任を果たさなければならない。」と規定されている。 

   さらに、福井市議会自らが作成した「運用マニュアル」においては、「政務活動費執行にあた

っての留意事項」として、(1) 政務活動に必要性があり、要した金額や態様等に妥当性がある

こと、(2) 適正な手続がなされていること、(3) 支出についての説明ができるよう書類が整備

されていること、が明記されている。 

よって、政務活動費の使途については、上記法令、条例及び運用マニュアルが示していると

おり、一義的には、議員自身が市民に対する説明責任を有する。 

   一方で、庶務課も、その交付事務を所管しているのであるから、運用マニュアルに基づいて

適正に予算を執行する責務を負う。 
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   今回の住民監査請求で請求人は、議員が提出した支払証拠書類について、いくつかの矛盾や

不備を指摘した。この指摘を受け、対象議員から活動記録簿の修正や支払証拠書類の追加提出

があったが、本来は、議長に政務活動費の支払証拠書類を提出するまでに整えておくべきもの

であり、議員は当然のことながら、所管課も看過することなく、提出された書類を運用マニュ

アルに沿って精査すべきである。 
   政務活動費が公金から支出されていることを、議員各位及び所管課の双方は常に意識しなが

ら、この制度が適正に運用されることを切に望みたい。 
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（別紙） 
※ 原文のまま掲載し、事実証明書の掲載は省略した。 

 
住民監査請求書 

 
（請求の趣旨） 

 2015 年度福井市議会政務活動費の支出証拠書類等を閲覧したところ、中村綾菜議員と皆川信正

議員の人件費において実態の明らかでない支出、並びに後藤裕幸議員の事務所費において過分な

充当の支出が存在した。これらを公金から支出することは違法、不当である。よって監査委員に

は、福井市長に対し、３議員に支出額の返還をさせるなど、必要な措置を講じるよう勧告するこ

とを求める。地方自治法第 242 条第 1 項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求

する。 

記 
１ 中村議員の人件費について 

 中村議員は時給１千円で事務員を雇用している。業務はどの月も 50時間で、５万円の給料を毎

月人件費で充当している。しかし、支出証拠資料が不透明で信用性に欠けるため、本件の人件費

60万円は不当支出である。 

 
（１）出勤簿について 
 各月の出勤簿に記載されている業務の内容は、「政務調査費作成」、「市政報告作成」、「名刺入

力（市政報告発送準備）」、「こころの病気について」等、１行のみの抽象的な記載が繰り返され

ているだけで、実態がよくわからない。事務員の勤務場所も記載がない。 

 さらに、４月出勤簿については、改選前、改選後のファイルに１枚ずつ、２種類・２枚が添

付されているが、内容は全く異なっており、これらを信用することはできない。 

 
（２）領収書と雇用台帳について 
 添付された領収書は、宛名（議員名、４月以外は活字）以外は黒塗りで、雇用台帳の事務員

の個人名も黒塗りのため、雇用も支払先も架空ではないかとの疑念を禁じ得ない。 

 
２ 皆川議員の人件費について 

 皆川議員は、改選後、４月に 7千部、８月に 7千 7百部、12月に 7千部の市政活動報告書を印

刷し、翌月または翌々月に印刷会社に支払っている。 

 これらを日本郵便株式会社の別納引受で発送した分には広報費を充当しているが、さらに、ア

ルバイトによる各戸配布も行っており、アルバイト代には人件費を充当している。しかし、人件

費の 37万 50円については支出証拠資料が不十分であり、配布の単価も高すぎる不当支出である。 

 
（１）「職員雇用台帳」 
 皆川議員は、4934 戸の配布について、１戸当たり 25 円で９人のアルバイトを年に 3 回雇用

し、配布地区、配布数の内訳を記載した領収書１枚をもって９人分の領収書としているが、９
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人の「職員雇用台帳」はない。 
 
 条例第 8 条 2 は、別表において人件費を「会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用す

る経費」と定め、運用マニュアルは人件費について「政務活動の補助業務のために雇用した職

員の給料、手当、社会保険料、アルバイト賃金等に、政務活動費を充当できるものとする」と

し、「補助職員を雇用した場合は、氏名・住所・生年月日・雇用期間等を「職員雇用台帳」に記

載し、保存するものとする。」としている。 

 

 配布業務に特化したアルバイトであっても、人件費を充当しているのだから、９人の所定要

件を「職員雇用台帳｣に記載し支出証拠資料として提出すべきである。 

 
（２）高すぎる単価 
 皆川議員の広報紙の配布に係る１部当たりの単価は、郵送が 76円、アルバイトによるポステ

ィングが 25 円となっており、年間総額では、郵送料が 58 万 7406 円、アルバイト賃金は 37 万

50円で、合わせて 95 万 7456 円となっている。 

 

 しかし、下畑議員の場合、ポスティング単価は約 5 円（活動記録簿№20）であり、新聞折込

みによる場合でも加藤議員が１通当たり約 7円（記録簿№33）、玉村議員が約 3円（記録簿№22）

に止まっている。 

 皆川議員のポスティング単価は不当に高いと言わざるを得ない。 

 
 地方自治法第 2条第 14項の、地方公共団体の事務処理における「最小の経費で最大の効果を

挙げる」趣旨は、予算に基づいて議員に交付される政務活動費の執行においても守られるべき

であり、社会的な相場を超える部分の支出は返還されなければならない。 

 
３ 後藤議員の事務所費について 

 後藤議員は、６月から３月までの期間における賃借事務所に係る費用の全額を事務所費で充当

している。10か月間の合計額は 70万 4183 円で、内訳は家賃が 53万円、複合機リース料が 10万

3680円、電気料が 2万 6114円、電話料が 4万 4389 円である。 

 

 運用マニュアルには「事務所が政務活動のみに限定して使用されている場合は、政務活動費と

して全額支出することが可能」との記載がある。しかし、地方議員の活動が多面的である以上、

政務活動と他の議員活動とを区別するのは困難であるから、独立した事務所を使用している他の

議員は按分して充当している。全額充当としているのは後藤議員のみであり、過分な充当分は不

当支出である。 

 

 ４月と５月の２か月間は３分の１の按分充当をしていたにもかかわらず、６月から全額を充当

できるようになった事に関して、以下の諸点に関する十分な説明がされなければならない。 

（１）６月から全額充当に変更した理由 
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（２）事務所使用記録簿について 

  ①４月分と５月分の添付がない理由 

  ②記載された業務内容を「100％政務活動である」とする理由 

  ③記載された業務内容以外に事務所を使用していないとする理由 

以上 
（別紙事実証明書） 
１）「福井市議会 2015（平成 27）年度政務活動費収支報告書一覧」 

   ～（改選前）並びに（改選後） 

２）「平成 27 年度福井市議会政務活動費収支報告書等」の閲覧資料から抜粋して写しをとった

もの 
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