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別 記 
 

第１ 結論 

 １ 本件措置請求のうち、千葉県議会議員川本幸立に係る事務所費及び調査

研究費、前千葉県議会議員大野博美に係る事務所費並びに市民ネット・社

民・無所属会派に係る調査研究費の返還を求める請求を棄却する。 
 ２ 本件措置請求のその余の請求を却下する。 
 

第２ 請求の内容 

１ 措置請求人（以下「請求人」という。） 

省略  

 

 
２ 受付日 

  平成２３年２月２５日 
 
３ 請求の要旨（内容は原文のまま。ただし、添付の資料は省略し、項目番

号の一部付け替えを行った。） 

   千葉県議会政務調査費は地方自治法第１００条第１４項及び第１５項の

規定に基づき「千葉県政務調査費の交付等に関する条例」が定められ、同

条例に基づく「千葉県政務調査費の交付等に関する規程」第６条により、

使途の基準が定められているが、市民ネットワーク会派議員の平成２１年

度政務調査費収支報告書及び同報告書に添付された領収書等を見ると、条

例・使徒基準に違反・逸脱した目的外の支出がある。 
 （１）川本幸立県議について 
   ア 事務所費 
     「市民ネットワーク千葉県」の事務所費として、３８３，０００円

を按分して、１００，０００円としているが、市民ネットワークの事

務所は３フロアーあり、４階が「大会議室」、５階が「市民ネットワ

ークちば」、６階が「市民ネットワーク千葉県」となっている。 
     「大会議室」を「市民ネットワークちば」と「市民ネットワーク

千葉県」で共同で使用するとして、「市民ネットワーク千葉県」は

３８３，０００円の按分を２分の１の１９１，５００円とするべきで

ある。 
     そして、「市民ネットワーク千葉県」は、市民活動団体の「森田健作

氏を告発する会」の事務所も兼ねており、同住所となっている。 
     議員活動の政務調査活動のほか政治活動、後援会活動など日常的に
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行なわれており、これらを２分の１とするのに異論はないが、市民活

動団体を同一とする場合は、その数に応じて按分するのが当然である。 
     「森田健作氏を告発する会」及び同事務所の大野博美県議と政治

活動で按分し、４分の１の４７，８７５円が事務所費であり、

５２，１２５円が目的外支出である。 
     １年分の６２５，５００円が目的外支出である。 
   イ 調査研究費 
     視察旅費については、政務調査費を使用しての海外視察に当たって

は、「殊更」次のような条件が充分に満たされる必要があると考える。 
   （ア）視察内容が調査研究の「趣旨に適合」しているか。 
   （イ）海外まで行かなければならない程の「高度の必要性」があるか。 
   （ウ）調査の工程が「主要な部分」を占めているか。 
   （エ）費用が目的、効果との関係で「著しく高額」でないか。 
   （オ）調査の目的内容を明らかにした「資料が保存」されているか。 
   （カ）調査結果が「政策や提言」に生かされているか。 
     ４月２２日からの韓国シンポジウム参加は、「韓日１００年平和市民

ネットワーク創立総会」であり、「日本１００年ネット」の参加者と

いう立場の参加である。 
シンポジウム参加は、川本幸立県議の政治思想による政治活動であ

り、使用金額の全額５４，４１０円が目的外支出である。 
     また、後述するが、５月１８日～２１日の韓国視察も同様で

１，９００円が目的外支出である。 
   ウ 研修費 
     「千葉九条の会」「東京大空襲訴訟集会」「日韓１００年ネット」関

係は、川本幸立県議の政治思想による参加であり、目的外支出である。 
     また、「韓国と千葉の市民自治」の集いは、韓国視察の報告会であり

目的外支出である。 
     これらを合わせた４０，９３０円が目的外支出である。 
   エ 人件費 

政治活動も含まれており、按分を２分の１とするべきであり、

２８５，０００円が目的外支出である。 
   オ 広報費 
     ＨＰ管理費は政治活動も含まれており、按分を２分の１とすべきで

あり、６０，０００円が目的外支出である。 
   カ まとめ 
     川本幸立県議の目的外支出は、１，０６７，７４０円である。 
 （２）大野博美県議について 
   ア 事務所費 
     川本幸立県議と同じ理由により、６２５，５００円が目的外支出で

ある。 
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   イ 調査研究費 
     「九条の会・千葉地方議員ネット」は大野博美県議の政治思想によ

るものであるから、３，０００円が目的外支出である。 
   ウ 研修費 
     「九条ネット」も大野博美県議の政治思想によるものであるから、

２，６００円が目的外支出である。 
   エ 会議費 
     「平和への大結集・千葉」「ネモネット会費」「せっけんの街」も同

様に政治思想によるものであるから、７，５００円が目的外支出であ

る。 
   オ 資料購入費 
     「女たちの戦争と平和」も同様に政治思想によるものであるから、

１０，１２０円が目的外支出である。 
   カ 広報費 
     ＨＰ管理費・ブログ作成費等は政治活動も含まれており、按分を

２分の１とすべきである。 
     ２２８，８６４円であり、２１１，１９１円が目的外支出である。 
   キ 人件費 
     政治活動も含まれており、按分を２分の１とするべきであり、

３００，０００円が目的外支出である。 
   ク まとめ 
     大野博美県議の目的外支出は、１，１５９，９１１円である。 
 （３）吉川洋県議について 
   ア 調査研究費 
     「平和への大結集・千葉」「百万人署名運動」「千葉県市民オンブズ

マン連絡会議」「九条の会・千葉地方議員ネット」「市東さんの農地

取り上げに反対する会」「原爆症認定集団訴訟を支援する千葉の会」

「柏市民オンブズマン連絡会議」は政治思想によるものであるから、

２０，０００円が目的外支出である。 
   イ 研修費 
     「全国オンブズマン岡山大会」も政治思想によるものであるから、

４１，７３０円が目的外支出である。 
   ウ 資料購入費 
     「九条の会・千葉地方議員ネット」も政治思想によるものであるか

ら、２，５００円が目的外支出である。 
   エ 広報費 
     議会報告書関係は、事務所費と同様の７０％とするべきであり、

１，０１５，９４０円の７０％の７１１，１５８円であり、

２７９，３９３円が目的外支出である。 
   オ 人件費 
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     事務所費と同様の７０％とするべきであり、１，２６８，４０３の

７０％の８８７，８８２円であり、３１４，６２３円が目的外支出で

ある。 
   カ 事務費 
     事務所内で使用しているものは１００％ではなく、事務所費と同様

の７０％とするべきであり、５１，１３６円が目的外支出である。 
   キ まとめ 
     吉川洋県議の目的外支出は、７０９，３８２円である。 
 （４）会派「市民ネット・社民・無所属」について 
   ア 調査研究費 
     視察旅費については、その目的との関連性、手段選択の妥当性につ

いての判断は、県政に関する議会活動が広範囲に亘っていること、議

会活動の中でその有用性が披瀝され、議会を通じて県民の評価にされ

るものであるから、県民の納得を得られることが必要である。 
     また、各会派や議員の思想・信条は尊重されなければならないが、

それのみを目的とした視察旅費については、政務調査活動とするべき

ではない。 
     平成２１年５月１８日～２１日の韓国視察について検証する。 
     安重根義士記念館、韓国挺身隊問題対策協議会、西大門刑務所歴史

博物館、水曜集会、平和博物館等の視察先は、日本悪し、日本帝国主

義の侵略と植民地支配という反日思想に基づいた施設である。 
     前述した川本幸立県議の韓国シンポジウム参加は、この韓国視察の

準備の為の参加と思われる。 
     とりわけ、一行が参加した「水曜集会（デモ）」は、反日団体の急先

鋒である韓国挺身隊問題対策協議会が主催するものであり、韓国の日

本大使館前での日本悪しのシュプレヒコールを、千葉県選出の県議会

議員があげると言う行為は許されるものではない。 
     今回の韓国視察は、「韓日１００年平和市民ネットワーク」創立に伴

い、「水曜集会（デモ）」に参加する為に、企画・立案されたというべ

きである。 
     全額の２３３，２１８円が目的外支出である。 
   イ 事務費について 
     会派所属議員の政治活動も含まれており、プロジェクター同様に按

分を２分の１とするべきである。 
     ４４８，３７６円の２分の１の、２２４，１８８円が目的外支出で

ある。 
   ウ 広報費 
     会派所属議員の政治活動も含まれており、按分を４分の３とするべ

きである。 
     １，２６２，７９３円の４分の１の、３１５，６９８円が目的外支
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出である。 
   エ 資料作成費 
     会派所属議員の政治活動も含まれており、按分を４分の３とするべ

きである。 
     ９，６２４円の４分の１の、２，４０６円が目的外支出である。 
   オ まとめ 
     会派「市民ネット・社民・無所属」の目的外支出は、７７５，５１０円

である。 
   ついては、監査委員は上記各議員、会派の目的外支出額合計

３，７１２，５４３円を、「千葉県政務調査費の交付等に関する条例」によ

り、千葉県知事に対し、千葉県への返還を請求するよう勧告されたい。 
 

第３ 監査委員の除斥 

   阿部紘一監査委員及び伊藤勲監査委員は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号。以下「法」という。）第１９９条の２の規定に照らし、本件措

置請求の監査には関与しなかった。 
 

第４ 陳述の聴取及び監査の実施 

 １ 請求の受理 

   本件措置請求について、法第２４２条第１項及び第２項に定める要件に

適合しているか審査を行い、平成２３年３月４日、受理することと決定し

た。 
 
 ２ 監査対象事項 

   提出された千葉県職員措置請求書（以下「請求書」という。）、請求人の

陳述等を総合すると、本件措置請求は、千葉県議会議員川本幸立（以下「川

本議員」という。）、千葉県議会議員大野博美（平成２３年４月１７日付け

で公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第９０条の規定により千葉県

議会議員を辞したものとみなされるが、本件措置請求の受付日において千

葉県議会議員であったため、以下「大野議員」という。）及び千葉県議会議

員吉川洋（以下「吉川議員」という。また川本議員、大野議員及び吉川議

員を総称して以下「本件各議員」という。）並びに市民ネット・社民・無所

属会派（以下「本件会派」という。）に対して交付した平成２１年度分の政

務調査費について、本件各議員及び本件会派が目的外支出を行っており、

千葉県知事（以下「知事」という。）が、当該目的外支出に係る不当利得返

還請求権の行使をしないことが「財産の管理を怠る事実」であると主張す

るものと解される。 
   したがって、政務調査費の交付等に係る事務を所掌している千葉県総務
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部財政課（以下「財政課」という。）を監査対象機関とし、本件各議員及び

本件会派に交付した政務調査費に関して知事に不当利得返還請求権が発生

しているか否か、また、その行使を怠る事実があるか否かについて、監査

を実施した。 
 

   ３ 意見書 

政務調査費の交付等に係る権限を有している知事に対し、平成２３年３月

１４日、本件措置請求に係る意見の提出を求めた。 

知事は、平成２３年３月２８日付け千議総第１００１号により、別紙「住

民監査請求に対する意見書」（以下「意見書」という。）を提出した。 

  
 ４ 請求人の陳述の聴取 

   法第２４２条第６項の規定により、請求人に証拠の提出及び陳述の機会

を設けた。請求人は、平成２３年３月１５日に陳述書及び証拠を提出し、

同月１７日に陳述を行った。 

陳述の要旨は、以下のとおりである。 

（１）議員の政治思想や信条を制限するべきではないが、千葉県の益になら

ないもの、日本国の益にならないものに関して、県民の税金を使うべき

ではないと考えている。 
   シンポジウム参加等は日本国の益にならないものであり、目的外支出

であると考える。 
（２）本件会派の韓国視察においては、同行した市議会議員が、自身のブロ

グで、日本大使館の前で抗議の声を上げたと述べている。このようなこ

とに対して政務調査費を支出するべきではないと考える。 
（３）韓国視察については、水曜集会のデモに参加するのが主目的であり、

市議会等の視察は二の次であったと考えている。 

（４）川本議員及び大野議員の事務所費については、全体の３８３，０００円

をまず「市民ネットワーク千葉県」と「市民ネットワークちば」で二分

し、前者を川本議員、大野議員、市民活動団体、政治活動の四者で按分

するべきと考える。 

（５）人件費、広報費等については、具体的にどの部分が使途基準に反して

いるというわけではなく、自身の選挙活動等が含まれていることから二

分の一にするべきと考える。 

 

５ 知事の陳述の聴取  

  平成２３年３月３０日、知事の陳述を聴取した。 

知事は、意見書のとおり陳述したほか、以下のとおり補足説明をした。 

（１）海外視察について請求人が「殊更」十分に満たされる必要があると述

べる６項目については、個々には判断しておらず、知事としては「政務

調査費の手引き」に記載された運用指針で判断したものである。 
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 （２）平成２１年５月１８日から同月２１日までにかけて本件会派が実施した

韓国視察（以下「５月実施韓国視察」という。）に係る「現地調査又は先

進地視察実施報告書」（以下「視察報告書」という。）によれば「首都圏

の歴史文化遺跡地を訪ねること」が目的のひとつとされているが、川本議

員及び本件会派に説明を求め、千葉県（以下「県」という。）の人権問題、

教育問題等に生かしているという説明を受け、単なる観光旅行ではないも

のと判断した。 

 

６ 平成２３年３月３０日に実施した監査の概要 

   平成２３年３月３０日、監査対象機関である財政課に対して監査を行った。 

その概要は、以下のとおりである。 

（１）川本議員及び大野議員に係る事務所費について 

  ア 意見書においては、「市民ネットワーク千葉県」は月額４８３，０００円

の賃料を支払うことになっているとされているが、事実証明書として

提出された領収書では３８３，０００円となっている。金額が異なっ

ているのはどのような理由なのか。 

      実際には「市民ネットワークちば」が「市民ネットワーク千葉

県」に月額１００，０００円を支払い、「市民ネットワーク千葉

県」が当該１００，０００円を含めて月額４８３，０００円を賃

料として支払っているが、領収書については、「市民ネットワー

クちば」宛ての１００，０００円分の領収書と、「市民ネットワー

ク千葉県」宛ての３８３，０００円分の領収書を分けているとい

う説明を受けている。 

  イ 川本議員及び大野議員の事務所の使用状況はどのようなものか。 

      川本議員及び大野議員の専用するスペースや机は存在せず、共

用の机、パソコン等を随時使用している状態である。 

      また、大会議室についても、随時使用しているとのことである。 

（２）川本議員及び本件会派に係る調査研究費について 

   ア 請求人が「日本国の益にならないもの」は目的外であると主張して

いることについては、どのように考えるのか。 

       政務調査費を充てることができる支出であるかどうかは、「政

務調査費の手引き」に基づいて、政策調査、議員としての施策提

案等に活用されているかどうかで判断するべきと考えている。 

       請求人の主張するシュプレヒコールについては、川本議員及び

吉川議員は水曜集会において、平和問題について調査研究活動を

行う千葉県議会議員（以下「県議会議員」という。）の立場で視

察していたものであり、自らシュプレヒコールを行った事実はな

いとのことであった。 

   イ 意見書において「その活動に参加していると誤解を受けることが予

想されると思われることから、調査研究活動以外の行動を行っている
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と誤解を受ける可能性がある場所を訪問するときの費用に政務調査費を

充当することの是非について、議員及び会派において十分に考慮される

べきものと考えている」と述べているのは、どのような意味なのか。 

       請求人の主張のようにシュプレヒコールを行うことが目的であ

れば、政務調査費の使途として好ましくないと思われるため、誤

解を招かないよう配慮いただきたいということである。 

       「政務調査費の手引き」において、政務調査費を充てることは

できないとされている選挙活動に伴う経費の項目で「選挙運動期

間中における調査研究活動（政務調査費を充てる場合）について

は、誤解を招くおそれがあるため十分な配慮が必要である。」と

されていることを踏まえ、誤解を招くおそれがあるものについて

は十分配慮したほうがいいのではないかということである。 

 

第５ 認定した事実 

１ 政務調査費制度及び交付手続について 

（１）政務調査費に係る条例及び規程の制定等について 

   平成１２年、地方議会議員の調査活動基盤を充実させる観点から、調査

研究費等の助成を制度化する法の一部改正が行われ、「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

調査費を交付することができる」ものとされた。 

県では、法の一部改正を受けて、平成１３年２月定例千葉県議会に条例

案が議員発議され、全会一致により千葉県政務調査費の交付等に関する

条例（平成１３年千葉県条例第１号。以下「条例」という。）が制定され

た。 
条例に基づき、千葉県政務調査費の交付等に関する規程（平成１３年千

葉県議会告示第２号。以下「規程」という。）が制定され、条例と併せて

平成１３年４月１日から施行された。 
また、政務調査費の制度発足後、政務調査費の使途の透明性の確保が

より強く求められたことを受けて、平成２１年度交付分の政務調査費

から、収支報告書、領収書その他の証拠書類、会計帳簿及び視察報告

書の写しを閲覧の対象とする趣旨の条例及び規程の一部改正が行われ、

平成２１年４月１日から施行されているところである。 
なお、条例及び規程の一部改正を受けて新たに「政務調査費の手引き」

が作成され、平成２１年４月１日から運用されている。 
（２）県における政務調査費の交付手続等 
   政務調査費の交付は、条例、規程及び千葉県補助金等交付規則（昭和

３２年千葉県規則第５３号。以下「規則」という。）により行われている。 

議員及び会派への交付手続等は、以下のとおりである。 
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   ア 政務調査費の交付を受ける会派は、まず、条例第５条第１項及び規

程第２条第１項の規定により、千葉県議会議長（以下「議長」という。）

に次の（ア）ないし（オ）の５項目を記載した会派結成届を提出する。 

   （ア）会派の名称 

   （イ）代表者の氏名 

   （ウ）政務調査費経理責任者の氏名 

   （エ）所属議員数 

   （オ）所属議員氏名 

イ 会派結成届の提出を受けた議長は、条例第６条第１項の規定により、

毎年度４月１日現在の議員名及び会派の所属議員名その他の事項を

知事に通知する。 

ウ 知事は、前記イの通知を受け、条例第７条の規定により、当該年度

の政務調査費の交付を決定する。 

エ 交付決定を受けた議員及び会派は、条例第８条第１項及び規程第４条

の規定により、四半期分の政務調査費を請求する。ただし、一の四半

期の最初の月又はその翌月に議員の任期が満了する場合は、任期が満

了する日が属する月までの月分の政務調査費を請求する。 

知事は、条例第８条第２項の規定により、当該請求に基づき、政務

調査費を議員及び会派に交付する。 

オ 年度が終了したときは、議員及び会派は、条例第１０条の規定により、

年度の末日の翌日から起算して３０日以内に、また、議員の任期満了、

議会の解散あるいは、年度途中での会派の解散があったときは、これ

らの事由が生じた日の翌日から起算して３０日以内に、収支報告書に領

収書その他の証拠書類の写し等を添付して議長に提出する。 

  議長は、収支報告書の提出があったときは、条例第１１条の規定に

より、議員及び会派に対して、政務調査費に関し必要な報告を求め、

又は関係する書類の調査を行うことができる。 

カ 議長は、提出された収支報告書の写しを規程第８条の規定により知

事に送付する。 

キ 知事は、上記カの収支報告書の写しにより規則第１４条の規定によ

る交付額の確定を行う。 

ク 知事は、条例第１２条の規定により、議員及び会派が前記エで交付

を受けた政務調査費の総額から、当該議員及び会派がその年度において

支出した議員の調査研究に資するための経費の総額を控除して残余が

ある場合は、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずる

ことができる。 
ケ 議員及び会派は、規程第９条の規定により、政務調査費の支出につ

いて、証拠書類等を整理保管し、当該政務調査費の収支報告書を提出

すべき期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日の属する年

度の末日まで保存しなければならない。 
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コ 議長は、条例第１３条第３項の規定により、収支報告書等に記載さ

れている情報のうち千葉県議会情報公開条例（平成１３年千葉県条例

第４９号）第８条に規定する不開示情報を除き、閲覧に供する。 
 （３）政務調査費の使途 

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、政務調査費を交付

することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、

額及び交付の方法は、条例で定めなければならない」とされている。 
上記の法の規定を受けて、条例第９条において「会派及び議員は、政

務調査費を議長が別に定める基準に従い使用しなければならない」と規

定されており、規程第６条において「条例第９条に規定する別に定める

基準は、別表のとおりとする」として、政務調査費使途基準（以下「使

途基準」という。）を定めている。 
また、議長の諮問機関として設置された、各会派から選任された議員

を構成員とする「千葉県議会あり方検討委員会」の委員による協議の結

果、政務調査費に係る運用指針、政務調査費を充てることができない経

費、会派及び議員が整理保管すべき支出証拠書類等について定めた「政

務調査費の手引き」が作成されている。 
ア 使途基準 

 使途基準においては、使途を調査研究費、研修費、会議費、資料購

入費、資料作成費、広報費、事務所費、事務費及び人件費の９項目に

分類し、それぞれ政務調査費の対象となる内容が次表のとおり定めら

れている。 

 項目 内容  

一調査研究

費 

会派又は議員が行う県政、地方行政、地方財政等に関する

調査研究に要する経費で、おおむね次に掲げる経費をいう。

一 他の機関に調査研究を委託する場合における準備のた

めの会議に要する経費、委託の経費その他これらに類する

経費 

二 自ら県民を対象としたアンケート調査等を実施する場

合における準備のための会議に要する経費、アンケート用

紙等の郵送及び返信に要する経費、調査結果の検討及び取

りまとめに要する経費その他これらに類する経費 

三 政策等の調査研究又は立案を目的として議員で結成し

た団体の運営又は研究に対する補助に要する経費又は当

該団体に所属する議員の会費 

四 現地調査を行う場合における準備のための会議に要す

る経費、旅費、自動車等の借上げに要する経費、調査結果
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の取りまとめに要する経費その他これらに類する経費 

二研修費 会派又は議員が県政、地方行政、地方財政等に関する研修会、

講演会等（以下「県政研修会等」という。）又は先進地視察を

実施する場合に要する経費又は県政研修会等又は先進地視察

に参加する場合に要する経費で、おおむね次に掲げる経費をい

う。 

一 会派又は議員が県政研修会等を実施する場合における準

備のための会議に要する経費、資料の作成に要する経費、会

場及び機器の借上げに要する経費、結果の取りまとめに要す

る経費、講師等への謝礼その他これらに類する経費 

二 他団体が実施する県政研修会等に議員本人、議員が雇用す

る職員若しくは秘書又は会派が雇用する職員が参加する場

合に要する参加負担金、旅費その他これらに類する経費 

三 会派又は議員が先進地視察を実施する場合における準備

のための会議に要する経費、旅費、視察先への謝礼、自動車

等の借上げに要する経費、視察の結果の取りまとめに要する

経費その他これらに類する経費 

四 他団体が実施する先進地視察へ議員が参加する場合にお

ける参加負担金、視察の結果の取りまとめに要する経費その

他これらに類する経費 

三会議費  一の項、二の項及び六の項に掲げるもののほか、会派又は議

員が実施する、議案等の審議に関する会議、県政に関する施策

等の検討会議、県民の県政に関する意見及び要望を吸収するた

めの意見交換会議その他これらに類する会議における会場及

び機器の借上げに要する経費、資料の作成に要する経費、茶菓

代、旅費その他これらに類する経費をいう。 

四資料購入

費 

 議員が調査研究、研修、議案審議等の議会活動を遂行する上

で直接又は間接に必要な知識、情報を収集するための書籍、報

告書、事典辞書、法令集等の購入に要する経費、新聞、雑誌等

の購読に要する経費その他これらに類する経費をいう。 

五資料作成

費 

 一の項から三の項まで及び六の項に掲げるもののほか、会派

又は議員が議案等の審議等に必要な資料を作成するための印

刷製本に要する経費、原稿料その他これらに類する経費をい

う。 

六広報費 会派又は議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の

広報に関する編集のための会議に要する経費、広報紙又は議

会報告書等の作成及び郵送に要する経費、ホームページの作

成及び更新に要する経費その他これらに類する経費をいう。

七事務所費 調査研究のための活動に使用する事務所の設置及び維持
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管理に要する賃借料、光熱水費、清掃委託、修繕経費その他

これらに類する経費をいう。 

八事務費 一の項から六の項までに掲げるもののほか、調査研究のため

の活動に必要な事務に係る経費で、おおむね次に掲げる経費を

いう。 

一 事務用消耗品類の購入費、複写印刷費、事務機器の修繕費

等 

二 机、いす、ロッカー、応接セット、パーソナルコンピュー

ター等備品類の購入経費 

三 複写機、ファクシミリ、パーソナルコンピューター等の賃

借料、駐車場使用料等 

四 電信電話料、インターネット使用料、送料、保険料、各種

手数料等 

五 調査研究のための活動に必要な連絡業務等の旅費 

九人件費 会派又は議員が調査研究のための活動のために常時又は

臨時に雇用する事務員等の給料又は賃金、各種手当、社会保

険料等の雇用に要する経費をいう。 

 

 

   イ 運用指針 

     「政務調査費の手引き」においては、使途基準の項目ごとに、運用

に当たっての指針を定めており、本件措置請求に係るものとしては次

のとおりである。 

   （ア）調査研究費 

     ａ 「現地調査（海外調査を含む。）」を行うに当たっての留意点 

       「現地調査」を行うに当たっては、調査の目的を明確にすると

ともに、現地において調査した結果等を支出証拠書類として整理

保管しておかなければならない。 

ｂ 海外における「現地調査」を実施する場合は、特に次の点に留

意しなければならない。 

      ・旅費＝特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年千葉県条例第２７号）の例により、航空運

賃、交通費、宿泊料、空港使用料等を対象とする（支度

料、旅券交付手数料、査証手数料については除く。）。 

      ・行程＝行程の中で公的機関等を訪問の上現地の状況を聴取する

などの調査活動に伴う経費が対象であり、単に知識、素

養を得る目的で観光地等を視察して回る、観光旅行と受

け取られかねないものについては政務調査費を充てる

ことはできない。 

          行程の中にそのような日程が含まれている場合は、按分
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により公的機関等を訪問した日程に係る経費のみに政

務調査費を充てなければならない。 

   （イ）研修費 

      「先進地視察（海外視察を含む。）」を行うに当たっての留意点は、

「現地調査」の例による。 

   （ウ）会議費 

      本項において対象とする会議については、調査研究活動の一環と

して開催されるものに限られ、政党活動、後援会活動等に係る経費

については対象とすることはできない。 

   （エ）広報費 

      広報紙及びホームページの内容に、調査研究活動に係るもの以外

の記載がある場合は、実態に応じて按分の上政務調査費を充てるこ

ととする。 

   （オ）事務所費 

      借上げ及び維持管理に要する経費の按分については、事務所使用

の実態が、調査研究活動のみに限定して使用されている場合はその

賃借料・維持管理費（光熱水費等）の全額に政務調査費を充てるこ

とができるが、会派及び議員の活動は調査研究活動以外の諸活動と

渾然一体で行われていることが通例であるため、このような場合に

おいては賃借料・維持管理費に、合理的に説明のつく按分比を乗じ

た上で政務調査費を充てなければならない。 

      按分の方法としては、原則として「時間」又は「面積」によるも

のが考えられる。 

      「時間」による按分＝調査研究活動に使用した時間により按分す

る。 

      「面積」による按分＝調査研究活動に使用する床面積により按分

する。 

      なお、合理的な説明が困難な場合は、所有・使用の形態に応じて

以下の表に示す率を按分比の上限とする。 

所有の形態 使用の形態 賃借料 維持管理費 

（光熱水費等） 

調査研究活動 専用 全額 全額 

調査研究活動＋後援会活動

（又は政党活動） 

１／２ １／２ 

 

第三者所有 

調査研究活動＋後援会活動

＋政党活動 

１／３ １／３ 

調査研究活動 専用 全額 自己・生計

を一にする

親族所有 

調査研究活動＋後援会活動

（又は政党活動） 

 

１／２ 
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調査研究活動＋後援会活動

＋政党活動 

１／３ 

私的活動＋調査研究活動 １／２ 

私的活動＋調査研究活動＋

後援会活動 

１／４ 

自宅兼用 

（※） 

私的活動＋調査研究活動＋

後援会活動＋政党活動 

 

１／６ 

      ※自宅兼用の維持管理費については、私的活動を１／２として残

る１／２を各活動により按分 

   （カ）事務費 

      経費の按分については、事務費についても、使用する実態等に応

じてその経費を按分の上政務調査費を充てなければならない。 

     ａ 消耗品、備品購入費、リース代等については、合理的な説明が

困難な場合は以下の表に示す率を按分比の上限とする。 

調査研究活動専用 全額 

調査研究活動＋後援会活動（又は政党活動） １／２ 

調査研究活動＋後援会活動＋政党活動 １／３ 

     ｂ 固定電話料、携帯電話、インターネット使用料等 

       使用の実態に応じて按分の上政務調査費を充てることとする。 

       なお、使用実態について合理的な説明が困難な場合は、使用料

等の１／２を上限とする。 

   （キ）人件費 

     ａ 事務員等の雇用に当たっての留意点 

     （ａ）証拠書類の整理保管 

        事務員等を雇用した場合は、雇用契約書及び業務日誌を支出

証拠書類として整理保管しなければならない。 

     （ｂ）他の業務に従事した場合の按分処理 

        雇用した事務員等が調査研究活動以外の業務（後援会活動に

係る業務等）に従事した場合は、業務日誌によりその状況を把

握し、就労時間、日数による按分処理の上政務調査費を充てる

こととする。 

     ｂ 政党職員及び秘書の取扱い 

       人件費として政務調査費を充てることができるのは、調査研究

活動を行うに当たって補助業務を行わせる目的で議員又は会派

が雇用主となり事務員等を雇用した場合に限られるものである。 

       政党職員については雇用主が異なり、秘書については本来の雇

用の目的が異なるため、次の扱いによることとする。 

     （ａ）政党職員に調査研究活動の補助業務を行わせた場合 

        使途基準の「一 調査研究費」による調査研究を委託した場
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合に準じて取り扱い、雇用主（政党代表者等）との間に、時間

当たりの委託料等を明確に規定した委託契約を締結し、雇用主

に対して支払った委託料に政務調査費を充てることとする。 

     （ｂ）議員秘書に調査研究活動の補助業務を行わせる場合 

        議員、秘書間における雇用契約に基づく給与等を基準とし、

定められた就労時間に占める調査研究活動補助に従事した時

間の割合をもって按分した上で、給与支払額の一部に政務調査

費を充てることとする。 

   ウ 政務調査費を充てることができない経費 

     「政務調査費の手引き」においては、次に掲げる経費に政務調査費を

充てることはできないとしている。 

（ア）政党活動に伴う経費 

＜例＞ 党大会への賛助金・参加旅費等の経費、政党広報誌・パン

フレット・ビラ等の印刷・発送経費、政党事務所の設置・維

持経費など 

（イ）選挙活動に伴う経費 

＜例＞ 選挙ビラ作成、各種団体への支援依頼活動等選挙に係る全

ての経費 

   特に、選挙運動期間中における調査研究活動（政務調査費

を充てる場合）については、誤解を招くおそれがあるため十

分な配慮が必要である。 

   （ウ）後援会活動に伴う経費 

     ＜例＞ 後援会広報誌・パンフレット・ビラ等の印刷・発送経費・

後援会主催の「報告会」等開催経費など  

   （エ）議会公務に伴う経費 

     ＜例＞ 議会定例会・臨時会・委員会等に出席するための経費及び委

員会視察に伴う経費など 

（オ）資産の形成につながる経費 

＜例＞ 事務所等の不動産購入及び資産価値を高める改修等の経

費、自動車・高額な事務用備品等（取得価格が原則として概

ね３０万円以上）の購入に伴う経費など 

エ 経費の按分 

  「政務調査費の手引き」においては、政務調査費を充てることがで

きる経費については、調査研究活動に伴う経費のみに限定されるもの

であるため、一つの経費に調査研究活動以外の活動に伴う経費が含ま

れている場合は、当該一つの経費に一定の割合を乗ずるなど按分した

上で政務調査費を充てなければならないとされている。 

  按分すべき経費は、使途基準に定める９項目の経費全てに及ぶもの

であるが、按分割合を算出する際に基準となるものとして、「時間」、

「日数」、「面積（スペース）」、「距離」等が考えられ、合理的に説明
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可能な按分が必要であるとされている。 

オ 議員の説明責任 

  「政務調査費の手引き」においては、「政務調査費は公費が充てられ

ることから、会派及び議員はすべての支出に関し説明を求められた場

合において、支出証拠書類によりその支出の妥当性を説明すべき責務

を負うものである」と定められている。 

 

２ 政務調査費に係る会計処理について 

   知事は千葉県議会事務局職員を知事部局（財政課）併任職員として任命し、

議会に係る会計処理を行わせており、その中で政務調査費に係る会計処理が

行われている。 

 

 ３ 本件各議員及び本件会派に交付された政務調査費について 

   平成２１年度に本件各議員及び本件会派に交付された政務調査費の交付

等の状況は以下のとおりである。 

（１）川本議員分 

 交付決定日  平成２１年 ４月 １日 決定額 ４，２００，０００円 

 第１回  平成２１年 ４月３０日 交付額 １，０５０，０００円 

 第２回  平成２１年 ７月３１日 交付額 １，０５０，０００円 

 第３回  平成２１年１０月３０日 交付額 １，０５０，０００円 
 交付日 

 第４回  平成２２年 １月２９日 交付額 １，０５０，０００円 

 収支報告書の提出日  平成２２年 ４月３０日  支出額 ２，９２７，２２５円 

 交付額の確定日  平成２２年 ５月２１日 確定額 ２，９２７，２２５円 

 残余額の返還日  平成２２年 ５月２７日 返還額 １，２７２，７７５円 
 修正後の収支報告書 
 の提出日 

 平成２３年 １月 ７日 支出額 ２，９２６，９０１円 

 修正に伴う残余額の 
 返還日 

 平成２３年 ２月１８日 返還額       ３２４円 

 修正後の収支報告書

の提出日 
 平成２３年 ３月３１日 

修正後 
支出額 

２，９２２，６７１円 

 修正に伴う残余額の

返還日 
 平成２３年 ４月１３日 返還額     ４，２３０円 

 

（２）大野議員分 

交付決定日  平成２１年 ４月 １日 決定額 ４，２００，０００円 

 第１回  平成２１年 ４月３０日 交付額 １，０５０，０００円 

 第２回  平成２１年 ７月３１日 交付額 １，０５０，０００円 

 第３回  平成２１年１０月３０日 交付額 １，０５０，０００円 
 交付日 

 第４回  平成２２年 １月２９日 交付額 １，０５０，０００円 
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 収支報告書の提出日  平成２２年 ４月３０日  支出額 ３，４４０，７１４円 

 交付額の確定日  平成２２年 ５月２１日 確定額 ３，４４０，７１４円 

 残余額の返還日  平成２２年 ５月２７日 返還額 ７５９，２８６円 

 修正後の収支報告書 
 の提出日 

 平成２３年 １月 ７日 支出額 ３，４３６，６１９円 

 修正に伴う残余額の 
 返還日 

 平成２３年 ２月１８日 返還額     ４，０９５円 

 修正後の収支報告書 
 の提出日 

 平成２３年 ３月２９日 支出額 ３，４０５，６５０円 

 修正に伴う残余額の 
 返還日 

 平成２３年 ４月１１日 返還額  ３０，９６９円 

 

（３）吉川議員分 

交付決定日  平成２１年 ４月 １日 決定額 ４，２００，０００円 

 第１回  平成２１年 ４月３０日 交付額 １，０５０，０００円 

 第２回  平成２１年 ７月３１日 交付額 １，０５０，０００円 

 第３回  平成２１年１０月３０日 交付額 １，０５０，０００円 
 交付日 

 第４回  平成２２年 １月２９日 交付額 １，０５０，０００円 

 収支報告書の提出日  平成２２年 ４月２３日  支出額 ４，２００，０００円 

 交付額の確定日  平成２２年 ５月２１日 確定額 ４，２００，０００円 

 修正後の収支報告書 
 の提出日 

 平成２２年 ６月１５日 支出額 ４，２００，０００円 

 

（４）本件会派分 

交付決定日  平成２１年 ４月 １日 決定額 ２，４００，０００円 

 第１回  平成２１年 ４月３０日 交付額 ６００，０００円 

 第２回  平成２１年 ７月３１日 交付額 ６００，０００円 

 第３回  平成２１年１０月３０日 交付額 ６００，０００円 
 交付日 

 第４回  平成２２年 １月２９日 交付額 ６００，０００円 

 収支報告書の提出日  平成２２年 ４月３０日  支出額 ２，３６１，５９３円 

 交付額の確定日  平成２２年 ５月２１日 確定額 ２，３６１，５９３円 

 残余額の返還日  平成２２年 ５月２７日 返還額  ３８，４０７円 
 修正後の収支報告書 
 の提出日 

 平成２３年 ３月２９日 支出額 ２，３４７，８８５円 

 修正に伴う残余額の 
 返還日 

 平成２３年 ４月１１日 返還額  １３，７０８円 

 

４ 本件措置請求の対象とされた政務調査費の使途等について 

  本件措置請求の対象とされた政務調査費の使途等については、以下のと
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おりであった。 

  なお、本件各議員及び本件会派からの説明に関する部分は、知事による

調査に対し、本件各議員及び本件会派から説明がなされたものである。 

（１）川本議員分 

  ア 事務所費について 

    川本議員の説明によれば、「市民ネットワーク千葉県」は政治団体で

あり、平成２１年度に所属していた県議会議員は川本議員と大野議員

の２名であるとのことであった。 

提示された契約書によれば、川本議員は、「市民ネットワーク千葉

県」との間で、川本議員及び大野議員が事務所として使用している建

物の４階部分、５階部分及び６階部分（以下「本件事務所」という。）

を政務調査活動のために使用することの対価として、月額１００，０００円

を「市民ネットワーク千葉県」に支払う旨の契約を締結していること

が認められた。 

    また、政務調査費出納簿及び領収書によれば、川本議員は、事務所

家賃として、月額１００，０００円を「市民ネットワーク千葉県」に

支払っていることが認められた。 

    川本議員の本件事務所の使用状況については、川本議員の専用する

部分、専用の机等は存在せず、川本議員の説明によれば、政務調査の

ための資料を収集、整理、保管し、週に３回から４回の使用実績があ

るとのことであった。 

なお、川本議員の説明によれば、本件事務所及び当該建物の駐車場

及び物置については「市民ネットワーク千葉県」が使用する権利を有して

おり、賃料は合計で月額４８３，０００円であり、うち５階部分の一部

を「市民ネットワークちば」が専用し、賃借料として１００，０００円

を支払っているとのことであった。 

    また、川本議員の説明によれば、「森田健作氏を告発する会」に係る

事務は、実態としては電話を受けて同会関係者の自宅に伝言するなど

だけであり、この事務は「市民ネットワーク千葉県」の事務として取

り扱っているとのことであった。 

  イ 調査研究費について 

  （ア）平成２１年４月に実施した視察について 

     平成２１年４月２２日から同月２５日までにかけて川本議員が実

施した韓国視察（以下「４月実施韓国視察」という。）に係る視察

報告書によれば、目的は「韓日１００年平和市民ネットワーク創立

集会参加」及び「韓国首都圏の市民団体の調査」とされており、そ

の視察先は、京畿市民社会フォーラム、「韓日１００年平和市民ネ

ットワーク」の創立集会、希望製作所、自由研究空間スユ＋ノモ及

び韓国挺身隊問題対策協議会とされている。 

川本議員の説明によれば、４月実施韓国視察は、人権施策推進に
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係る調査研究活動と市民自治推進のための国際交流に係る調査研

究活動であり、県議会議員の立場で行ったもので、それぞれの視察

先において、調査研究活動を行ったとのことであった。 

     なお、４月実施韓国視察に係る保険料については、４，２３０円に

政務調査費を充当していたものであるが、これを政務調査費を充当

しないよう修正した収支報告書が平成２３年３月３１日付けで川本

議員から提出され、この結果生じた政務調査費の残余分については

同年４月１３日付けで川本議員から返還されている。 

  （イ）平成２１年５月に実施した視察について 

     川本議員の説明によれば、平成２１年５月１８日及び同月２１日

に支出された合計１，９００円は、本件会派が実施した５月実施韓

国視察に関し、空港までの交通費に政務調査費を充当したものとの

ことである。 

５月実施韓国視察に係る視察報告書によれば、目的は、「韓国の

地方自治、市民自治の現況を知ること」、「国境の枠を超えた市民自

治の可能性についての意見交換他」及び「首都圏の歴史文化遺跡地

を訪ねること」とされており、その視察先は、京畿道議会、ソウル

市議会、京畿市民社会フォーラム、（財）希望製作所、自由研究空

間スユ＋ノモ、韓国挺身隊問題対策協議会、西大門刑務所歴史博物

館、安重根義士記念館、平和博物館及び日本大使館前水曜集会とさ

れている。 

川本議員の説明によれば、５月実施韓国視察は、４月実施韓国視

察と同様に、人権施策推進に係る調査研究活動と市民自治推進のた

めの国際交流に係る調査研究活動であるとのことであった。 

  ウ 研修費について 

    川本議員の説明によれば、それぞれの研修については、国際交流、

平和問題、人権施策等に係る調査研究活動の目的で参加したものであ

るとのことであった。 

  エ 人件費について 

川本議員の説明によれば、被雇用者は２名であり、２名とも「市民

ネットワーク千葉県」の業務を担当しつつ川本議員の調査研究活動に

係る補助業務を行っているとのことであり、知事の調査によれば、雇

用契約書及び業務日誌等により、調査研究活動の補助としての勤務実

態が確認できたとのことであった。 

    なお、知事の調査において、２名のうち１名については、業務日誌

の記載が十分でないと認められたことから、勤務の状況や業務内容に

ついてより詳細に記載した記録を整理保管するよう強く求めること

としたい旨の知事の意見が述べられているところである。 

  オ 広報費について 

    川本議員の説明によれば、ホームページ管理費は、「市民ネットワー
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ク千葉県」のホームページ、川本議員のブログ及び大野議員のブログの

管理の対価の月額６５，０００円に対し、「市民ネットワーク千葉県」が

３５，０００円、川本議員が１５，０００円、大野議員が１５，０００円

を負担しており、川本議員の負担額１５，０００円のうち１０，０００円

について政務調査費を充てているとのことであった。 

（２）大野議員分 

  ア 事務所費について 

    上記（１）アのとおり、「市民ネットワーク千葉県」は政治団体であ

り、平成２１年度に所属していた県議会議員は川本議員と大野議員の

２名であるとのことであった。 

    提示された契約書によれば、大野議員は、「市民ネットワーク千葉県」

との間で、本件事務所を政務調査活動のために使用することの対価と

して、月額１００，０００円を「市民ネットワーク千葉県」に支払う

旨の契約を締結していることが認められた。 

    また、政務調査費出納簿及び領収書によれば、大野議員は、事務所

家賃として、月額１００，０００円を「市民ネットワーク千葉県」に

支払っていることが認められた。 

    大野議員の本件事務所の使用状況については、大野議員の専用する

部分、専用の机等は存在せず、大野議員の説明によれば、政務調査の

ための資料を収集、整理、保管し、週に３回から４回の使用実績があ

るとのことであった。 

なお、本件事務所の月額の賃料、「森田健作氏を告発する会」に係

る事務等については、上記（１）アで述べたとおりである。 

  イ 調査研究費について 

    大野議員の説明によれば、団体に入会することにより、日本国憲法、

教育基本法（平成１８年法律第１２０号）等の資料及び情報を得て政

策立案に生かしているとのことであった。 

  ウ 研修費について 

    大野議員の説明によれば、平和問題等に係る講演が行われたもので

あるとのことであった。 

  エ 会議費について 

    大野議員の説明によれば、これらの支出は会の会費であり、入会す

ることにより人権施策、雇用施策、環境施策等に係る調査研究を行っ

ているとのことであった。 

  オ 資料購入費について 

    大野議員の説明によれば、人権施策についての情報を得るためのも

のとのことであった。 

  カ 広報費について 

    大野議員の説明によれば、ホームページ管理費は、「市民ネットワー

ク千葉県」のホームページ、川本議員のブログ及び大野議員のブログの
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管理の対価の月額６５，０００円に対し、「市民ネットワーク千葉県」が

３５，０００円、川本議員が１５，０００円、大野議員が１５，０００円

を負担しており、大野議員の負担額１５，０００円のうち１０，０００円

について政務調査費を充てているとのことであった。 

    なお、ブログ作成代、ブログ作成の打ち合わせ交通費及び議会報告に

ついては、それぞれ３０，０００円、６００円及び１８８，８０６円に

政務調査費を充当していたものであるが、これをそれぞれ２０，０００円、

４００円及び１６８，０３７円に政務調査費を充当するよう修正した

収支報告書が平成２３年３月２９日付けで大野議員から提出され、こ

の結果生じた残余分については同年４月１１日付けで大野議員から

返還されている。 

  キ 人件費について 

大野議員の説明によれば、被雇用者は２名であり、２名とも「市民

ネットワーク千葉県」の業務を担当しつつ大野議員の調査研究活動に

係る補助業務を行っているとのことであり、知事の調査によれば、雇

用契約書及び業務日誌等により、調査研究活動の補助としての勤務実

態が確認できたとのことであった。 

    なお、知事の調査において、２名のうち１名については、業務日誌

の記載が十分でないと認められたことから、勤務の状況や業務内容に

ついてより詳細に記載した記録を整理保管するよう強く求めること

としたい旨の知事の意見が述べられている。 

（３）吉川議員分 

  ア 調査研究費について 

    吉川議員の説明によれば、それぞれ平和問題、情報公開制度、入札

制度、農地問題等を調査研究し、県政の施策に役立てているとのこと

であった。 

  イ 研修費について 

    吉川議員の説明によれば、県の財政健全化のための研修であるとの

ことであった。 

  ウ 資料購入費について 

    吉川議員の説明によれば、県政や地方自治に関する平和問題の資料

として購入したものとのことであった。 

  エ 広報費について 

    吉川議員の説明によれば、日本国憲法に係る集会の記録資料の作成

並びに議会報告書の印刷及び郵送等に要した経費であるとのことで

あった。 

    なお、政務調査費の按分割合が８７パーセントとなっている議会報

告書を郵送等するに当たり、郵送等の経費に政務調査費を１００パー

セント充当しており、吉川議員の説明によれば、全体が調査研究活動

に該当する別の議会報告書と併せて郵送等したものであるとのこと
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であるが、意見書においては、当該郵送等の経費について、按分率を

１００パーセントとすることは適切でないと考える旨の知事の意見

が述べられている。 

  オ 人件費について 

     吉川議員の説明によれば、人件費に政務調査費を充当している被雇

用者は３名であり、３名とも調査研究活動の補助業務のみを行ってお

り、調査研究活動以外の活動については、ボランティアに補助をお願

いしているとのことであった。 

また、知事の調査によれば、雇用契約書及び業務日誌を確認したと

ころ、調査研究活動の補助業務のみを行っていることが記録されてい

ることを確認したとのことであった。 

     なお、意見書においては、一事務所内において来訪者の接客や電話

の応対などを、政治活動と調査研究活動を完全に分けることは実態と

して困難であると思われることから、按分率を１００パーセントとす

ることは適切でないと考える旨の知事の意見が述べられている。 

  カ 事務費について 

    吉川議員の説明によれば、調査研究活動に使用する事務用品と、そ

れ以外の活動に使用する事務用品は区別しており、区別が不可能なも

のについて２分の１の按分率を採用しており、按分率は実態に即した

ものであるとのことであった。 

    なお、意見書においては、政治活動に使用する事務用品と調査研究

活動に使用する事務用品が区別されていることの明確な確認ができ

ず、一事務所内において政治活動と調査研究活動で使用する事務用品

を完全に分けることは実態として困難であると思われることから、按

分率を１００パーセントとすることは適切でないと考える旨の知事

の意見が述べられている。 

（４）本件会派分 

  ア 調査研究費について 

５月実施韓国視察に係る視察報告書によれば、目的は、「韓国の地

方自治、市民自治の現況を知ること」、「国境の枠を超えた市民自治の

可能性についての意見交換他」及び「首都圏の歴史文化遺跡地を訪ね

ること」とされており、その視察先は、京畿道議会、ソウル市議会、

京畿市民社会フォーラム、（財）希望製作所、自由研究空間スユ＋ノ

モ、韓国挺身隊問題対策協議会、西大門刑務所歴史博物館、安重根義

士記念館、平和博物館及び日本大使館前水曜集会とされている。 

    また、本件会派の説明によれば、５月実施韓国視察における各視察

地においては、人権施策、国際交流等に係る調査研究を行ったとのこ

とであり、「水曜集会」は他の訪問先の視察の合間を利用して参加し

たもので、５月実施韓国視察は同集会参加のために企画・立案された

ものではなく、本件会派から参加した川本議員及び吉川議員は、同集
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会において平和問題について調査研究活動を行っており、シュプレヒ

コールを行った事実はないとのことであった。 

    なお、５月実施韓国視察に係る保険料については、４，２３０円に

政務調査費を充当していたものであるが、これを政務調査費を充当し

ないよう修正した収支報告書が平成２３年３月２９日付けで本件会派か

ら提出され、この結果生じた残余分については同年４月１１日付けで本

件会派から返還されている。 

   イ 事務費について 

本件会派の説明によれば、プロジェクターを除く事務費を充当して

購入した事務用品については、いずれも千葉県議会棟内の会派控室で

使用するものであり、政務調査活動に使用されているとのことであっ

た。また、プロジェクターについては、本件会派と「市民ネットワー

ク千葉県」との双方で使用しているとのことであった。 

   ウ 広報費について 

     本件会派の説明によれば、議会報告を内容とする広報紙の印刷、発

行及び配布の経費であるとのことであった。 

    なお、議会報告印刷代については、２２７，４５６円に政務調査費を

充当していたものであるが、これを２１７，９７８円に政務調査費を

充当するよう修正した収支報告書が平成２３年３月２９日付けで本件

会派から提出され、この結果生じた残余分については同年４月１１日

付けで本件会派から返還されている。 

   エ 資料作成費について 

     本件会派の説明によれば、資料作成費を充当して購入した用紙は、

いずれも千葉県議会棟内の会派控室で使用するものであり、政務調査

活動に使用されているとのことであった。 

 

第６ 判断 

１ 監査の対象について 

（１）法第２４２条第１項の規定による住民監査請求は、普通地方公共団体

の長等について、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実（以

下「財務会計上の行為又は怠る事実」を「当該行為等」という。）がある

と認めるときは、住民は監査委員に対し、監査を求め、当該行為等によ

る当該普通地方公共団体の被った損害補填等のために必要な措置を講ず

べきことを請求することができる制度である。 

   そして、住民監査請求においては、当該行為等が具体的な理由によっ

て、法令に違反し、あるいは行政目的上不適当である旨を指摘して、そ

の違法性又は不当性を摘示しなければならないとされている（東京地裁

平成２年（行ウ）第１００号平成３年３月２７日判決参照）。 

（２）上記に照らし、本件措置請求のうち、以下のアからエまでの部分につ
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いては、いずれもその違法性又は不当性が具体的な理由によって摘示さ

れているとは認められないため、不適法な請求と言わざるを得ない。 

   よって、その余の請求に係る部分を監査の対象とすることとした。 

ア 本件措置請求のうち、川本議員に係る研修費（「韓国と千葉の市民自

治」の集いに係る部分に限る。）の返還を求める部分については、請

求人は「韓国視察の報告会であり目的外支出である。」と主張してい

る。 

  しかしながら、なぜ「韓国視察の報告会」であると目的外支出に当

たるのかについては述べられておらず、請求書、添付の資料、請求人

の陳述等を総合しても、当該行為等の違法性又は不当性が具体的な理

由によって摘示されているとは認められない。 

イ 本件措置請求のうち、川本議員に係る研修費（「千葉九条の会」、「東

京大空襲訴訟集会」及び「日韓１００年ネット」関係に係る部分に限

る。）、大野議員に係る調査研究費、研修費、会議費及び資料購入費並

びに吉川議員に係る調査研究費、研修費及び資料購入費の返還を求め

る部分については、請求人は「政治思想によるもの」であるから目的

外支出であると主張し、陳述において「シンポジウム参加等は日本国

の益にならないものであり、目的外支出であると考える」と述べてい

る。 

しかしながら、「政治思想によるもの」あるいは「日本国の益にな

らないもの」が目的外支出であるとするのは、請求人の見解を述べる

に過ぎず、請求書、添付の資料、請求人の陳述等を総合しても、当該

行為等の違法性又は不当性が具体的な理由によって摘示されている

とは認められない。 

ウ 本件措置請求のうち、川本議員に係る人件費及び広報費、大野議員

に係る広報費及び人件費並びに本件会派に係る事務費、広報費及び資

料作成費の返還を求める部分については、請求人は「政治活動も含ま

れており」按分するべきと述べている。 

しかしながら、上記第５ １（３）のとおり、一つの経費に調査研

究活動以外の活動に伴う経費が含まれている場合は按分した上で政

務調査費を充てなければならないとされているが、上記の各経費のう

ち、具体的にどの部分に調査研究活動以外の活動に伴う経費が含まれ

ているかは示されておらず、請求書、添付の資料、請求人の陳述等を

総合しても、調査研究活動以外の活動に伴う経費が含まれることをう

かがわせる主張はされていないことから、この部分については、結局

のところ当該行為等の違法性又は不当性が具体的な理由により摘示

されているとは認められない。 

エ 本件措置請求のうち、吉川議員に係る広報費、人件費及び事務費に

ついては、請求人は「事務所費と同様の７０％とするべき」と述べて

いる。 
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しかしながら、これらの経費のうち、具体的にどの部分が調査研究

活動以外の活動に伴う経費に当たるのかは示されておらず、またこれ

らの経費が事務所費と同じ按分割合によらなければならないとする

のは請求人の見解を述べるにすぎないから、この部分については、結

局のところ当該行為等の違法性又は不当性が具体的な理由により摘

示されているとは認められない。 

 

２ 政務調査費の返還を求める請求について 

 （１）法第１００条第１４項に規定される政務調査費の制度は、地方公共団

体の議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図る

ため、議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制

度化したものであり、条例の定めるところにより、議会の議員の調査研

究に資するため必要な経費の一部として交付することができると定めら

れているものである（最高裁第一小法廷平成１７年（行フ）第２号平成

１７年１１月１０日決定参照）。 

ところで、議員又は会派の調査研究活動は多岐にわたり、その調査対

象の選定や調査方法及び内容については、議員としての調査研究の範囲

を逸脱しない限り、比較的広範に自由な裁量を認めていると解されるも

のであり、支出の対象となった活動に調査研究の実質があると認められ

る限りは、政務調査費をどのように使用するかは議員又は会派の自主性

及び自律性を尊重し、当該議員又は会派の裁量を広く認め、ただそれが

県政との関連性、必要性・合理性を欠くことが明らかな場合にのみ違法

と解すべきであるとされており（函館地裁平成１８年（行ウ）第１号

平成２０年５月１６日判決参照）、またその使用の政治的当否については、

選挙民の判断に委ねられるべきであるとされている（東京高裁平成２１年

（行コ）第２号平成２１年９月２９日判決参照）。 

しかし、政務調査費については公費が充てられているものであるから、

政務調査費として無制限に支出が認められているものではなく、本県に

おいては、上記第５ １（３）のとおり、条例の規定を受けた規程にお

いて使途基準が定められており、またその運用については、議会各会派

の申し合わせにより作成された「政務調査費の手引き」において定めら

れていることを踏まえると、使途基準及び「政務調査費の手引き」に照

らし、これらを逸脱した支出が認められれば、当該支出は県政に関する

調査研究に資するため必要な経費以外の経費に係る支出として、違法又

は不当なものと判断されるものになると解される（同趣旨の判例として

東京地裁平成２０年（行ウ）第１１４号平成２０年１１月２８日判決参

照）。 

 （２）以上の観点により、請求人の主張のうち、１において不適法な請求と

判断した部分以外の部分について、請求人の主張及び知事の意見に沿っ

て、以下に掲げる項目ごとに判断する。 
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ア 川本議員に係る事務所費について 

    請求人は、市民ネットワークの事務所は３フロアあり、４階部分が

「大会議室」、５階部分が「市民ネットワークちば」の事務所、６階部分

が「市民ネットワーク千葉県」の事務所であることから、本件事務所の

賃料月額３８３，０００円を「市民ネットワーク千葉県」と「市民ネット

ワークちば」とで二分し、さらに「市民ネットワーク千葉県」が市民活動

団体の事務所も兼ねていることから、二分した月額１９１，５００円

をさらに市民活動団体、川本議員、大野議員及び調査研究活動以外の活

動の４つに按分し、４分の１の月額４７，８７５円が川本議員の政務調

査費が充てられるべき額であるとして、６２５，５００円が目的外支出で

あると主張するものと解される。 

    しかしながら、上記第５ ４（１）アのとおり、提示された契約書

によれば、本件事務所を政務調査活動のために使用し、その対価とし

て月額１００，０００円を支払う旨の契約が川本議員と「市民ネット

ワーク千葉県」との間で締結されていることが認められる。 

「市民ネットワーク千葉県」が負担する本件事務所の賃料が月額

３８３，０００円であること及び平成２１年度における「市民ネット

ワーク千葉県」所属の県議会議員が２名であることを鑑みると、月額

１００，０００円という金額は、社会通念上高額に過ぎるとまでは認

められず、また領収書によれば、契約において定めた金額が支出され

ていることが認められる。 

また、知事の調査に対し、川本議員からは、政務調査のために使用

している旨の説明がされていることが認められる。 

よって、本件事務所費の支出については、明らかに目的外支出があっ

たとは認められない。 

なお、知事が意見書で述べる、本件事務所に関する賃貸借契約の問

題については、民事上の契約に係る事項であり、本件監査において判

断すべき事項ではない。 

  イ 川本議員に係る調査研究費について 

（ア）請求人は、４月実施韓国視察は、「日本１００年ネット」の参加者と

いう立場の参加であるから、経費として支出された５４，４１０円

の全額が目的外支出であると主張するものと解される。 

     しかしながら、上記５ ４（１）イ（ア）のとおり、４月実施韓

国視察については、「韓日１００年平和市民ネットワーク創立集会

参加」及び「韓国首都圏の市民団体の調査」が目的とされている。 

また、知事の調査に対し、川本議員からは、県議会議員の立場で

視察を行い、各視察先はいずれも調査研究活動の目的で視察した旨

の説明がなされているところである。 

  （イ）請求人は、５月実施韓国視察は、議員又は会派の思想・信条のみ

を目的とした視察であるから、経費として支出された１，９００円
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については全額が目的外支出であると主張するものと解される。 

     しかしながら、上記第５ ４（１）イ（イ）のとおり、５月実施

韓国視察については、「韓国の地方自治、市民自治の現況を知るこ

と」、「国境の枠を超えた市民自治の可能性についての意見交換他」

及び「首都圏の歴史文化遺跡地を訪ねること」が目的とされている。 

また、知事の調査に対し、川本議員からは、それぞれ各視察地に

おいて調査研究活動を行った旨の説明がなされていることが認め

られる。 

  （ウ）上記（１）のとおり、議員の調査研究の対象については広範な裁

量が認められているとされていることを鑑みると、４月実施韓国視

察及び５月実施韓国視察については、川本議員の説明を踏まえると、

県政との関連性を欠くことが明らかであるとまでは認められず、し

たがって、本件調査研究費の支出のうち、４月実施韓国視察に係る

保険料を除く部分については、目的外支出であるとは言えない。 

  （エ）４月実施韓国視察に係る保険料４，２３０円については、知事が

意見書で述べるとおり、「政務調査費の手引き」において政務調査

費を充てることが認められていない支出であることから、目的外支

出に当たるものと言わざるを得ない。 

     しかしながら、上記第５ ４（１）イ（ア）のとおり、川本議員

は収支報告書の修正を行い、平成２１年度に交付された政務調査費

について、上記保険料相当分４，２３０円を県に返還しており、知

事に不当利得返還請求権の行使を怠る事実があると認めることは

できない。 

ウ 大野議員に係る事務所費について 

    請求人は、市民ネットワークの事務所は３フロアあり、４階部分が

「大会議室」、５階部分が「市民ネットワークちば」の事務所、６階部分

が「市民ネットワーク千葉県」の事務所であることから、本件事務所の

賃料月額３８３，０００円を「市民ネットワーク千葉県」と「市民ネット

ワークちば」とで二分し、さらに「市民ネットワーク千葉県」が市民活動

団体の事務所も兼ねていることから、二分した月額１９１，５００円

をさらに市民活動団体、川本議員、大野議員及び調査研究活動以外の活

動の４つに按分し、４分の１の月額４７，８７５円が大野議員の政務調

査費が充てられるべき額であるとして、６２５，５００円が目的外支出で

あると主張するものと解される。 

    しかしながら、上記第５ ４（２）アのとおり、提示された契約書

によれば、本件事務所を政務調査活動のために使用し、その対価とし

て月額１００，０００円を支払う旨の契約が大野議員と「市民ネット

ワーク千葉県」との間で締結されていることが認められる。 

「市民ネットワーク千葉県」が負担する本件事務所の賃料が月額

３８３，０００円であること及び平成２１年度における「市民ネット
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ワーク千葉県」所属の県議会議員が２名であることを鑑みると、月額

１００，０００円という金額は、社会通念上高額に過ぎるとまでは認

められず、また領収書によれば、契約において定めた金額が支出され

ていることが認められる。 

また、知事の調査に対し、大野議員からは、政務調査のために使用

している旨の説明がされていることが認められる。 

よって、本件事務所費の支出については、明らかに目的外支出があっ

たとは認められない。 

なお、知事が意見書で述べる、本件事務所に関する賃貸借契約の問

題については、民事上の契約に係る事項であり、本件監査において判

断すべき事項ではない。 

エ 本件会派に係る調査研究費について 

    請求人は、５月実施韓国視察は、議員又は会派の思想・信条のみを

目的とした視察であるから、経費として支出された２３３，２１８円

については全額が目的外支出であると主張するものと解される。 

しかしながら、上記第５ ４（４）アのとおり、５月実施韓国視察

については、「韓国の地方自治、市民自治の現況を知ること」、「国境

の枠を超えた市民自治の可能性についての意見交換他」及び「首都圏

の歴史文化遺跡地を訪ねること」が目的とされている。 

視察報告書に記載のある「首都圏の歴史文化遺跡地を訪ねること」

という目的からは、上記第５ １（３）イ（ア）ｂのとおり「政務調

査費を充てることはできない」とされている「単に知識、素養を得る

目的で観光地等を視察して回る、観光旅行と受け取られかねないも

の」に当たると受け取れなくもないが、上記第５ ４（４）アのとお

り、本件会派からは、各視察地においてそれぞれ調査研究活動を行っ

た旨の説明がなされているところである。 

上記（１）のとおり、議員の調査研究の対象については広範な裁量

が認められているとされていることを鑑みると、５月実施韓国視察に

ついては、本件会派の説明を踏まえると、県政との関連性を欠くこと

が明らかであるとまでは認められず、したがって、本件調査研究費の

支出のうち、５月実施韓国視察に係る保険料を除く部分については、

目的外支出であるとは言えない。 

５月実施韓国視察に係る保険料４，２３０円については、知事が意

見書で述べるとおり、「政務調査費の手引き」において政務調査費を

充てることが認められていない支出であることから、目的外支出に当

たるものと言わざるを得ない。 

しかしながら、上記第５ ４（４）アのとおり、本件会派は収支報

告書の修正を行い、平成２１年度に交付された政務調査費について、

上記保険料相当分４，２３０円を県に返還しており、知事に不当利得

返還請求権の行使を怠る事実があると認めることはできない。 
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３ 結論 

以上のとおり、上記２（２）アからエまでの部分のうち、４月実施韓国視

察に係る保険料及び５月実施韓国視察に係る保険料の部分については知事

に不当利得返還請求権の行使を怠る事実があるとは認められず、その余の部

分についてはいずれも知事に不当利得返還請求権が発生していると認める

ことはできない。 
また、上記１（２）アからエまでの部分については、当該行為等の違法性

又は不当性が具体的な理由により摘示されているとは認められず、不適法な

請求と言わざるを得ない。 
よって、本件措置請求のうち、川本議員に係る事務所費及び調査研究費、

大野議員に係る事務所費並びに本件会派に係る調査研究費の返還を求める

部分については請求人の主張に理由がないからこれを棄却することとし、

その余の部分については不適法な請求であるからこれを却下することとし、

上記「第１ 結論」のとおり決定する。 
 

付言 

   結論は以上のとおりであるが、本件各議員及び本件会派に係る調査及び

知事の意見を踏まえ、以下のとおり付言する。 

  （１）意見書において、知事は、吉川議員に係る広報費、人件費及び事務

費の一部について、「按分率を１００パーセントとすることは適切で

ないと考えている」と述べているところである。 

     本件監査においては、これらの経費の返還を求める請求については

不適法な請求であるとして監査の対象とはしなかったものであるが、

「議員が政務調査費として支出したものが本件使途基準等に照らし

て適正なものであるか否かについては、公金たる政務調査費を交付す

る者の審査を受けることが予定されている」（仙台高裁平成１８年（行

コ）第２０号平成１９年４月２６日判決）とされていることを踏まえ、

知事においては、政務調査費を交付する者として適切に対応されたい。 

  （２）意見書において、知事は、川本議員及び大野議員に係る人件費につ

いて、一部被雇用者の「業務日誌の記載が十分でないと認められる」

と述べているところである。 

「政務調査費の手引き」において、政務調査費により事務員等を雇

用した場合は、議員及び会派において業務日誌を整理保管しなければ

ならないことが定められているところであり、議員及び会派は、雇用

した事務員等がいかなる業務に従事したかの状況を業務日誌により

把握し、政務調査費の適切な按分処理を行うものであるから、業務日

誌は、議員及び会派が、人件費の按分について県民に対する説明責任

を果たす上で重要な証拠書類であることは言うまでもない。 
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     意見書において、知事が「勤務の状況や業務内容についてより詳細

に記載した記録を整理保管するよう強く求めることとしたい」と述べ

ているとおり、適切に対応されたい。 


















































