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千葉市職員措置請求書 

（議員交付の政務調査費目的外支出(除：視察旅費)返還請求に関して） 

 

Ⅰ 請求の要旨  

 千葉市議会政務調査費は、地方自治法第１００条第１４項の規定に基づき「千

葉市議会政務調査費の交付に関する条例」が定められ、同条例第１４条に基づ

く「千葉市議会政務調査費の交付に関する規程」第５条により、使途基準が定

められているが、交付対象議員の平成２０年度政務調査費収支報告書および同

報告書に添付された領収書等(視察旅費を除く)を見ると、条例・使途基準に違

反・逸脱した目的外の支出がある。 

１、交付対象となっている自由民主党会派、民主党会派の各議員の政務調査 

費（年間３００万円）の使用の態様はあらまし〔証―１〕のとおりである。 

（１）事務所賃借料、補助職員給与、ホームページ関連費用、ガソリン代、電

話代、電気代について、全額を政務調査費としているケースがある。議員活動

は政務調査活動のほか政治活動、後援会活動など日常的に行われており共通・

共用で使用されるのが当然の事と考えられるが、その中で政務調査活動がその

過半を超えることは考えにくく、少なくとも２分の１は政務調査活動外に使用

されていると推認できる。ただし、活動内容の実態に合理的な根拠があり充分

な説明責任が果たされるのであれば、監査において各項目ごと、各議員ごとに

按分率を変更することに異論は無い。 

（２）自己所有（家族名義を含む）の場合の賃借料は政務調査費として支出す

ることは不適当とされている（全国議長会「基本的な考え方」H１３、１０、１

６）ところ、支払先が個人情報としてマスキングされているケースがありその

使用が妥当であるか否かは判断できない。これらについては守秘義務のある監

査委員において調査の上支出が妥当であるかの確認をするよう要望する。 

２、一般紙の購読料については先の千監（住）４号において、会派の政務調査

費使用について主張したとおり、一般人と同様私的に負担すべきである。 
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監査委員はこの監査において 会派の名において個人的に購読している場合

1 紙ついて一般人と同様に自己負担していれば、ほかは何紙購読していても問題

ないとしているが、これではあまりにも世間常識から外れた判断というべきで

あり、あらためて個人支給の政務調査費の使用についての判断を示していただ

きたい。もし個人支給分についても同様の判断をするのであるならば、1 紙を個

人負担したか否かは何を根拠に判断をするのか、また今後議長や第 3 者はどの

ような方法により合規性を認定していくのか見解を示していただきたい。 

 ３、広報誌・葉書等については厳密には議会報告や市民意見聴取の内容によ

り、使用した紙面割合により政務調査費使用金額を確定すべきではあるが、そ

の判断はかなり困難な面があると考える。ただし、明らかに議会報告・市政に

関する調査報告として妥当性に欠ける紙面内容での広報費使用については目的

外と判断した。 

４、監査委員は監査対象についての判断に当り、請求人の主張に拘束される 

関係には無いのであるから、請求人が特定していないものも含め積極的に精査

されるよう要望する。 

５、具体的な目的外使用と金額             目的外使用金額計 

（１）小川智之議員                  

 事務所賃借料 月額 50,000 円×11×１/２  275,000 円 

３月分 45,112 円－25,000 円   20,112 円 

新聞購読料  毎日 3,615 円（11 ヶ月）    39,765 円 

       日報 2,805 円（12 ヶ月）    33,660 円       

電気代    年間 80,900 円×１/２     40,450 円 

ファクス･コピー機リース代 

 13,650 円×12×１/２      81,900 円 

トナー  9 月分明細書 NO9 43,050 円×１/２ 21,525 円、 

    10 月分明細書 NO10 72,975 円×１/２ 36,487 円  548,899 円 

＊事務所賃貸料や電気代と同様にコピー機（含トナー）が、政治活動や後援

会活動には一切使用されず、すべて政務調査活動に使われるとは考えられず、

1/2 案分とするのが妥当と考える。 

（2）宇留間又衛門議員 

補助職員給与 年間 508,000 円×1/2     254,000 円 

新聞購読料  産経 2,950 円（12 ヶ月）   35,400 円 

       東京 3,250 円（12 ヶ月）   39,000 円 

       日報 2,805 円（12 ヶ月）   33,660 円    
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電話代  KDDI 年間 56,041 円×１/２   28,020 円 

     NTT 年間 30,829 円×１/２    15,414 円 

電気代      年間 161,599 円×１/２   80,799 円 

コピー機リース代 9 ヶ月 108,465 円×１/２   54,232 円 

NHK 受信料 6 月分明細書 NO1 2,790 円   

       ９月分明細 NO7 15,400 円   18,190 円  558,715 円 

＊NHK 受信料は至極一般的に支払われる日常生活上のコストであり、これに政

務調査費を充てるについては合理的根拠は認められず、目的外というべきであ

る。     

（3）川村博章議員 

 広報費    3,000,000 円×５/８            1,875,000 円 

＊条例及び千葉市議会マニュアルは議員が毎月何らかの政務調査活動を行うも

のとして、この費用の一部をまかなうために毎月ごとに議長に報告させ 4 半期 

ごとの政務調査費の請求・交付事務を実施することを前提にしている。 

しかし当議員については 12 月における資料購入費 3,150 円の他、３月におけ

る広報誌費用 3,000,000 円の 2 件だけで全額を使ったとしており政務調査費交

付の趣旨にそぐわない使用といわざるを得ない。 

その広報費の使用に当り、「川村ひろあき活動レポート」Vol 50,51,52〔証－ 

２〕の 8 ページ分が期末の 09 年 3 月 20 日付で同時発行されているが、  

① Vol 50 と Vol51 は一体(４頁)で千葉市および花見川区の高齢化率の統計数字 

の羅列及び介護保険料の改定についての解説を掲載しているに過ぎず、当議員

がたびたび議会質問〔証－３〕の機会に高齢化率等の紹介をしているにしても

議会活動の報告には当たらない。ただし、市民にとって全く無用のレポートと

までは言えず、3 頁分については目的外とし１/４按分とするのが妥当と考える。 

②Vol５２は花見川区住民に係る交通アクセス問題の現状報告が３ページ、09 年

度の千葉市一般会計予算についての報告解説が１頁を占めている。 

交通アクセス問題の記載欄は調査研究の結果報告というより現状報告に過ぎ

ず、また議会報告とも言いがたい。しかし、花見川区の市民にとって全く無用

のレポートとも言えないので３ページ分のうち２ページ分は目的外支出とする

のが妥当である。以上から計５ページ分は目的外支出に当たるとすべきである。  

（４）向後保雄議員 

ホームページ作成費（３月分明細書 NO2） 

678,895－300,000×１/２      528,895 円 

当議員は３月末に 987,000 円をかけてホームページを作成し、約 7 割の

678,895 円を政務調査費としているが、ホームページは通常 300,000 円程度を 
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掛ければ議員のためのものを作るに充分と考えられ、300,000 円（ただし１/

２按分）を超える部分については過大、かつ無駄な政務調査費の使用であり目

的外使用と考えるべきである。 

（5）宍倉清蔵議員 

新聞購読料 日経   4,078 円（7,8 月分）   8,156 円 

      産経：毎日 5,755 円（6,7,8 月分） 17,265 円    

電気代   211,645 円－82,340 円      129,305 円 

映画上映料他（8 月分明細書 NO2）      172,235 円 

テレビ購入･アンテナ工事代（8 月分明細書 NO13）69,000 円 

「日本会議」首都圏地方議員懇談会費 

     4 月分明細書 NO4   研修参加費他 4,880 円 

     7 月分明細書 NO２４   同     4,100 円  404,941 円 

＊電気代を１/２按分の結果として年間で 211,645 円を政務調査費としているが、 

これは議員事務所分が総額で 423,000 円を超える計算になる。電気代も事務所

の態様により様々になると思われるが、例えば O 議員は総額で 80,000 円、U 議

員は 160,000 円程、T 議員は 65,000 円程であることからすると異常に高額な金

額であるといえる。 

領収書関係書類は〔証－４〕（4 月分）のとおり支出明細書に添付されている

が、電力会社の領収書の提示を要請したところ〔証―５〕（5,6 月分：4 口 8 枚

の領収書コピー）が提示された。これによれば、4 口の領収書のうち 1 口は「後

援会」用のものであり 1/2 按分は使途基準に合致せず全額目的外使用である。

4,7,8,10,11,1,2 月分についても同様と推定でき、合計金額は 258,624 円となる。 

他の 3 口の領収書分合計額の 1/2 は 82,340 円となりこれをもって妥当な政務

調査費とすべきである。 

＊ 8 月 2 日千葉市民会館において教育関係者及び一般市民を対象に、歴史教育 

についての映画会（「南京の真実」）が開催されその経費が公聴費として政務調

査費が使用されている。その成果として、「一般市民に歴史検証の一つの判断材

料を与えうる。」「児童･生徒に歴史を検証する上での客観的視点の大切さを認識

させる波及効果も期待できる。」とされている。 

学校現場において近現代史教育がおろそかに成りがちとされているところ、

近現代史に関心を持つことは大事なことだと思う。 

しかし、この映画会が「判断材料を与えうる。波及効果が期待できる。」との

ものであればその費用を政務調査費でまかなうべきものであるとは言えない。 

 ちなみに、本件に関する「今年度のお知らせ/ はがき」の代金請求先は「しし

くら清蔵後援会」とされており後援会活動分が混入したものと思われる。 
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＊テレビは世間一般に視ているものであり、時に千葉県や千葉市についてのニ

ュースが流れるにしても、政務調査のためにテレビを購入する合理的理由は見

当たらず目的外支出とすべきである。 

＊「日本会議」は国のあり方や針路について政策提言を行う等の、つとめて政

治的な団体〔証－６〕であることから、地方議員懇談会参加は市政の問題につ

いての活動とは考え難く、目的外使用と考える。 

 

（６）三須和夫議員 

事務所賃借料 月額 75,000 円×12×１/2   450,000 円 

補助職員給与 12 か月分計 468,239 円×１/２ 234,119 円 

新聞購読料  読売 3,565 円（1,2,3 月分）  10,695 円 

印刷機リース代 10 か月分計 172,200 円×1/2 86,100 円   780,914 円 

＊事務所賃貸先は当議員が代表取締役を務める（有）三須工業であることから

〔証－7〕「利益相反取引」に該当し、社員総会の認許を得なければならない事

項でもあり、特に透明性が求められるところである。 

＊印刷機の使用がすべて政務調査活動のためだけとはおよそ考えられず、政治

活動や後援会活動のためにも使われると考えられ、１／２按分が妥当とすべき

である。因みに「政務調査報告」の印刷は印刷会社に依頼されている（10 月分

明細書 NO5、 3 月分明細書 NO6）。 

（７）松坂吉則議員 

新聞購読料 読売 3,720 円（12 か月分）            44,640 円 

（８）中島賢治議員 

補助職員給与  年間計 960,000 円×１/２  480,000 円 

新聞購読料 読売：日経（3 月分明細書 NO10） 99,696 円  579,696 円   

（９）石井茂隆議員     

事務所賃借料  

月額 150,000 円（4 月～12 月）×1/2×9   675,000 円 

  月額 10,000 円（1 月～3 月）－150,000×1/2〕×3  75,000 円 

新聞購読料  産経（3 月分明細書 NO2）     32,576 円 

電話代    9か月分計 36,125円×１/２    18,062円  850,638円  

＊事務所賃貸領収書では「コピー機、印刷機使用料、ガス、水道代、空調機、

駐車代が含む。」とされているところ契約書の提示を求めたが提示されること

はなかった。 

なお、4 月～12 月の 9 か月分は全額政務調査費としているが、1 月～3 月の

3 か月分については 4/６按分としている。 
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（１０）森 茂樹議員 

 補助職員給与 年間 795,000 円×１/２    397,500 円 

 新聞購読料 読売 3,650 円×１２       43,800 円 

       産経・日報 5,755×12      69,060 円 

     日経 4,383×11＋4,050 円（5 月分）  52,263 円   562,623 円 

（１１）茂手木直忠議員 

 補助職員給与 年間 590,650 円×１/２     295,325 円 

 パソコンリース代（11 ヶ月）190,575 円×１/２ 95,287 円   390,612 円 

（１２）石橋毅議員 

 補助職員給与 月額 69,300 円×12×１/２   415,800 円 

新聞購読料 読売･日報（3 月分明細書 NO6）  76,440 円 

 ホームページ更新費用（3 月分明細書 NO13） 

            150,000 円×１/２    75,000 円  567,240 円 

（１３）中野 弘議員 

 補助職員給与 月額 100,000 円×４/10×12          480,000 円 

＊ ガソリン代、事務所賃借料、電話代を 1/2 按分としているところ、補助 

職員給与は 9/10 按分としているが、合理的な理由は考えにくく、事務所賃

貸料等と同様１/2 とするのが妥当と考える。 

（１４）木村 正信議員 

 事務所賃借料 月額 75,000 円×１２×１/２   450,000 円 

 補助職員給与 月額 55,000 円× ９×１/２   247,500 円 

 新聞購読料  産経 2,950 円×12       35,400 円  732,900 円 

＊事務所の賃貸先は当議員が代表取締役を務める（株）千葉パーキングセンタ

ーであり、「利益相反取引」に該当する取引であり、取締役会の承認を得る等特

に透明性が求められるところである。 

（１５）市原 弘議員 

 新聞購読料  日報・読売 6,320 円×12           75,840 円 

＊当議員は電気料金・電話料金・ガソリン代を１/４按分、補助職員給与は１/2

按分とし、194 万円余が残高(市に返還)となっている。 

（１６）橋本 登議員 

 新聞購読料  読売 3,567 円×１２             42,804 円 

（１７）糸日谷 義男議員 

ホームページ作成費（9 月分明細書 NO4）    

68,460 円×１/２       34,230 円 
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 新聞購読料   産経 2,950 円×12     35,400 円 

         日報 2,805 円×10     28,050 円    97,680 円 

＊9 月分明細書 NO4 436,380 円のうち 68,460 円はホームページ作成に係る費 

用である。 

(１８)布施 貴良議員 

 補助職員給与 月額 50,000 円×12×１/２   300,000 円 

 新聞購読料  毎日 3,720 円×11      40,920 円   

読売・日報 6,526 円×11＋6,176 円   77,962 円    

 「連合千葉議員団会議」会費  

08 年度後期分(7 月分明細書 NO11) 6,105 円     

              09 年度前期分 1(3 月分明細書 NO10)4,005 円   

 法律相談会費用 年間            255,629 円  684,621 円  

＊｢連合千葉議員団会議」は政治活動のための団体であり、市政に関する調査研

究とは関連性は薄いものと考えられ、結果として何がしかの情報が得られるに

せよ、半額であっても政務調査費をもってまかなうべきものではないと考える。 

＊法律相談会での弁護士の講師代及び広告掲載料を広聴費としているが、内容

は市民の個人的な問題(相続、離婚、借金等)についての法律相談〔証－８〕であ

り、もともと市政に関するものではない。相談内容を通じて法令や千葉市の制

度について検討し市政・市議会の活動に生かすとは言え、それは派生的成果に

過ぎない。これらは市政に関する広聴活動ではなく政治活動の一環と考えるべ

きである。     

(１９)今村 敏昭議員 

新聞購読料 読売 3,720 円×12       44,640 円 

       東京 2,550 円×12      30,600 円 

       産経 2,950 円×12      35,400 円     110,640 円  

(２０) 高橋 秀樹議員 

事務所賃貸料 月額 30,000 円×９×１/２    135,000 円 

       (1 月～3 月分は２分の１按分) 

補助職員給与 2 名分月額 100,000 円×12×１/２ 600,000 円 

 

新聞購読料     朝日 3,619 円×12     43,428 円 

        日報 2,805 円×12     33,660 円      

インターネット代  年間 82,871 円×１/２   41,435 円  

電話代       年間 59,344 円×１/２      29,672 円 

電気代       年間 39,316円×１/２   19,658円   902,853円 

－７－ 



（２１）三瓶 輝枝議員 

新聞購読料  日報 2,805 円×12        33,660 円 

    読売 3,515 円×12        42,180 円 

    日経 4,077 円×12        48,924 円 

    朝日 3,567 円×12        42,804 円      

「連合千葉議員団会議」会費 

      08 年前期分(8 月分明細書 NO10) 6,105 円 

        〃  (3 月分明細書 NO21) 6,210 円   

日本行政書士政治連盟千葉会懇親会       5,000円   184,883円 

＊｢行政書士政治連盟｣の懇親会費については「千監(住)4 号」においても目的外

支出として返還請求の勧告を求めたところであるが、当局は意見陳述において

｢勉強会を行った後、引き続き行われた千葉市における行政書士のかかわりなど

についての意見交換会に係る経費。｣としているが、そのような意見交換は派生

的なものに過ぎず、とりわけ個人支給の政務調査費の使用に合目的性があると

は言えない。 

 そして何よりも、当政治連盟は自ら｢必要な政治活動を行うことが目的の団体

である。｣と定義している。〔証－９〕 

(２２)西巻 義通議員 

 補助職員給与 年間 860,000 円×１/２      合計   430,000 円 

＊事務所賃借料・電話代は１/２按分、レポート配布・議会報告は 9/10 按分とし 

ており、人件費のみが全額政務調査費とされているが、これでは雇用した事務

職員の日常の業務の実態と矛盾することが容易に推定される。 

１/2 按分が妥当と考える。 

（２３）熊谷 俊人議員（前） 

 新聞購読料  日報 2,805 円×12       33,660 円 

        読売 3,720 円×12       44,640 円         

インターネット更新料 (3 月分明細書 NO8) 

             120,000 円×１/２   60,000 円 

 連合千葉議員団会費 上期分(7 月分明細書 NO７) 6,105 円 

           下期分(3 月分明細書 NO１) 6,210 円  150,615 円 

（２４）山浦 衛議員 

新聞購読料  朝日 3,720 円×１２       44,640 円 

        日経 4,077 円×１２       48,924 円 

        日報 2,805 円×１２       33,660 円      

 

－８－ 



「連合千葉議員団会議」会費   

研修会等会費(9 月分明細書 NO３)  6,210 円 

  〃   (2 月分明細書 NO13)  5,000 円  138,434 円 

（２５）白鳥 誠議員 

 ホームページ制作費(11 月分明細書 NO6)  

150,000 円×１/２  75,000 円 

連合千葉議員団会議 会費(3 月分明細書 NO5)   12,000 円   87,000 円 

  

Ⅱ ついては、監査委員は上記各議員の目的外支出額合計 11,761,083 円を、｢千

葉市議会政務調査費の交付に関する条例｣第 12 条 2 項により千葉市への返還を

請求するよう勧告されたい。 

以上のとおり地方自治法 242 条 1 項の規定により事実証明書を添え必要な措

置を請求します。 

 

 事実証明書 

  証－１ 政務調査費の使用態様（議員個人別）〔請求人作成〕 

  証－２ 川村ひろあき活動レポート 

  証－３ 川村議員議会質問議事録（H20.12.08） 

  証－４ 宍倉議員電気代関係書類 

  証－５    同   領収書 

  証－６ 日本会議概要〔ウイキペディア〕 

  証－７ 市議会議員関連会社一覧〔請求人作成〕  

  証－８ 布施議員政務調査費使用状況表〔請求人作成〕 

  証－９ 日本行政書士政治連盟の定義〔ウイキぺディア〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－９－  

 


