請 求人・ 執 行機 関 の 陳述記録
「平成 25年 度 か ら平成 28年 度までの政務活動費及び費用弁償」 に関する住民監査請求
日
場

時 :平 成 30年 5月 14日
所 :監 査室

(月

)午 後 1時 30分 〜

陳述記録 :下 記の とお り
請求人 か らの録音の申 し出 について
副事務局長

開会 に先立ちま して、請求人か ら録音の申 し出があ りま した。監査委 員 に
お諮 りしま した と ころ、本件請求手続 を補助する範囲で執行機関の了解 の上、
許可する ことといた しま した。
執行機 関は請求人の録 音 について異議はあ りますか。

議会事務局

ありません。

副事務 局 長

それでは、録音 内容 につ いて は、その取扱 い に十分注意 して くだ さい。
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ただ今か ら、平成 30年 3月 28日 に提 出 され ま した住民監査請求 について、

副事務局長

請求人の陳述 を行 います。
陳述 に際 しての注意事項 については、事前 に文 書 でお送 りした とお りです。
よろ しくご御協力 くだ さい。
陳述 に当た っては、監査委員の指示 に従 つて行 つて くださ い。
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監査委 員 の紹介

副事務局長

最初 に監査 委員 を紹介 させていただきます。山本監査委員で ございます。

山本委員

山本です。 どうぞよろ しくお願 いいた します。

副事務局長

佐野監査委員で ございます。

佐野委員

佐野 と申 します。 どうぞよろ しくお願 いいた します。

副事務局長

申 し遅れま したが、私は監査事務局 副事務局長の渡邊で ございます。
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新たな証拠の提出

「新たな証拠」 につきま しては、請求人か ら提 出はあ りませんで した。
では、監査 委員、よろしくお願 い します。

副事務局長
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請求人 の 陳述

山本委員

それでは、本件 に関する陳述を始め させて いただ きた い と存 じます。
請求人の方は、前の陳述席 にお座 りの上、名前 をおっ しゃっていただ いて

か ら陳述を始めて いただきたい と思 います。文書でお送 りしま した注意事項
のとお り、陳述の時間は概ね 30分 程度 とさせていただきたいと思います。
それでは、よろ しくお願 い します。
田中氏

今回の陳述 に当た って、陳述の内容が途中で食い違 つた りする場合 もござ
いますので、あ らか じめ陳述書 とい うものを作 ってまい りま した。概ね これ
の読み上 げで陳述 に代えさせていただきたいと思います。
陳述書
埼 玉 県政務活動費 の職員措置請求書 について以下の とお り陳述する。
地方 自治法第 100条 第 14項 の規定 に従 い、埼 玉 県は埼玉県政務活動費の交
付 に関する条例 を定めた。
「会派又は会派 の所属議員が県政の課題若 しくは県
この 条例の第 2条 では、
民の意思を把握 し、または県民の意見等 を県政 に反映 させるため に行 う活動
その他住民の福祉の増進を図るため に必要な活動 (別 表 にお いて「政務活動」
とい う」)に 要する経費 と して同表 に定めるもの に充てることがで きるもの と
する。」 と定めている。
地方 自治法では、その議会の議員の調査研 究その他の活動 に資するため と
定めてお り、その詳細は条例 に委ねて いる。
法の趣 旨か らすると政務活動費は、議員の政策立案や政策提言の能 力を高
め るための費用の一部 と して交付 されて いるが、埼玉県の条例 はそれが拡大
解釈 されている。 この結果、埼玉県が定めた埼玉県政務活動費の交付 に関す
る条例 は法 の趣 旨か ら大き く逸脱 してお り、上 位法 である地方 自治法違反で
もある。
埼玉県では議員 に一人当た り年間 600万 円が会派 に交付 されて いるが、そ
の使途 を分析すると人件費や事務所費、広報費 に充 当する割合が非常 に高 く、
反対 に本来 の政務活動費である調査研究に資する充 当が極めて低 い。
ちなみ に平成

28年 度埼 玉県議会 自由民主党議員団の政務 活動費収支報告

書 では次の とお りである。
政務活動費の収入 と して、3151000,000円 、
支出は 「調査研究・ 政策立案活動費」 と して、25,243,420円 、
「広報 。広聴活動費」 と して、 106,594894円 、
「経常的経費」 と して、 197,866,545円 、
合計で 315,000,000円 の収入 に対 して、 329,704,634円 の 支出を した とい う
収支報告書 にな って います。
上 記 の 報 告 書 か ら分 析 す る と 、 政 務 活 動 費 の 充 当 の 合 計 支 出 額 が
329,704,634円 で、政務活動費の本来の趣 旨である調査研 究 。政策立案活動
費の充当額は 25,243,420円 と総体金額のわずか 7ゴ %で ある。これでは議員
の政 策立案や政策提言の能力を高め るための費用 に充当 して いる とは言えな
い。
県民 の意見を聞 いた り、県の政 策 を広 く県民 に周知 させ るための広聴広報
活動費を充 当 して も 131,838,314円 で約 40%に すぎな い。
つ一

殊 に人件費 と事務所費の充 当額が、 自民党議員団の人数で除すると一人当
た り年間 2,4631000円 と政務活動費年間支給額の 44%に 相 当する。 これでは
政務活動費 の本来 の 目的 に沿 った使われ方ではないと言えよ う。
今回 4年 間遡 って監査請求を提 出 した 4人 の 県議 につ いて具体的 に陳述す
る。
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小林哲也前議長 について
小林哲也前議長 の 25年 度人件費は事務員が 3人 ず つ年額 259万 2,000円 を

政務活動費か ら充 当 している。それぞれ 月間 20日 勤務 とな ってお り、事務所
に臨時職員は必ず常駐 していることになる。
しか しなが ら、25年 度事務費で充当 した上下水道料の使用量は 2カ 月で 0
ポか ら 1耐 である。飲料用 には天然水を使用 していた との こ とだが、同年度
は 5月 17日 に一 回だけの購入であ り、職員が常駐 した とは考え られな い。

26年 度人件費 も常時 3人 体制で 11889,550円 の賃金 を政務 活動費で充 当 し
て いるが、事務費 で 支払 った上下水道料金の メータ ー表示は前年同様 2か 月
間で 0パ か ら 1ボ であ り、臨時職 員 の 常駐はなか つた とみ られ る。
27年 度 も同様で、勤務実態のな い職員 に賃金 と して 1,857,420円 を政務活
動費 で充当 したのは違法 に詐取 した こ とにな る。
小林 は、上下水道料金 は基本料金の範囲内で使用 しているので 問題な い と
主張 しているが、請求人は事前 に熊谷市の水道局で 確認 し、基 本料金 は 2か
月で 20ポ までは同額料金であ り、水道の使用があれ ばメー タ ーは必ず動 くと
い うことであ った ことか ら、小林の主張は全 く受け入れ られな い。

28年 度 は事務 員 が 2名 にな り年間 1,576,665円 を充当 しているが、政務事
務所 と している建物 は美容院 に賃貸 している事実が判明 して いる。
請求 人が事務所周辺の個人宅や商店等 に聞き込んだが、いずれ も選挙の時
以外、事務員が いたのを 目撃 していな い とい うこ とが判明 している。
この こ とか ら、事務所 に動務 していな い臨時職 員 に支払 つた とする賃金を
政務活動費で充 当 した ことも虚 偽であ った ことが分かる。
小林が虚偽の雇用契約書や勤務 実態表を作成 し、政務活動費を詐取 した こ
れ らの行為は刑法第 246条 第 2項 の詐欺利得罪 に該 当する。
人件費は個人 に支払 うと して支払証 明は マス キ ング してある。臨時職員 に
は月額 10万 円を超える支払を しているため、小林 には源泉徴収の義務がある
が、少な くともこれ らの証 明書類が添付 されていな い。
先 に沢 田力元 県議 が 領収書 を偽造 して政務活動費 を詐取 していた と同様 の
ことであ り、請求 人は刑事告発 も念頭 に入れている。
小林が充当 している交通費の 車両 リー ス及びガ ソ リン代 は、地方 自治法で
定める議員 の政策立案や政策提言の能 力を高めるための費用 とは言えな い。
埼玉県議会政務活動費訴訟では高裁で逆転判決が 出たが、現在最 高裁 に上
告の手続 を とってお り、さらに逆転の判決が 出る こ とも予想 され るため、監
査 には慎重を期す ことを求め る。
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鈴木弘元副議長 について
鈴木は 自宅敷地の一 角 にある納屋を改造 し、同居 の親族 名義 に変更 して政
ｎＯ

務事務所 と してこれ まで政務活動費 を充 当 してきた。
しか し、事務費を精査 した結果、政務活動費で充当 している平成 25年 度の
事務所 の電気料金は、毎 月 lkwか ら多 い時で 5kwの 使用量 しかでていな い。

26年 度以降 は 10kwか ら 17kwの 使用量であ り、これか ら判断すると事務所
の電気料金 は、小型冷蔵庫や コピー機の余熱運転程度の使用量であ り、事務
員が 常駐 して いる事務所 の使用料金ではな い。
25年 度 は 4名 の臨時職員 に対 して交通 費 も含め、2,759,040円 を充 当 し、
その後 26年 度 には 1,976,850円 、27年 度 は 2,239,920円 の人件費を政務活
動費 で充当 している。
しか も雇用契約書や勤務 実績表 も添付 されて いな いこ とか ら補助職 員 とし
ての雇用契約があ った とは認め られず、虚偽領収書の添付で政務活動費を詐
取 していた もの と容易 に推認できる。
電話や FAXの 使用料金か ら見て も、ほとん どが基本料金の支払であ り、
毎 月同額程度の支払 にな っていることか ら、 これ も臨時職員の雇用は虚偽で
あ った証明で もある。
虚偽領収書を作成 し、政務活動費 を詐取 した ことは、やは り沢 田力元県議
と同様であ り、決 して許 され ることではな く、請求人は刑事告発の準備 を行
って いる。
また、職 員が常駐 して いな い事務所賃貸は政務活動 の拠点 とな りえず、政
務活動費 の充 当は許 されな い。
以上 によ り、鈴木は これ らの政務活動費を全額返還す べ きである。
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岩崎宏元副議長 について

岩崎宏元副議長は平成 25年 度 に 3名 か ら 4名 の臨時職員 に年間 2,565,000
円の賃金 を、また 26年 度 か ら 28年 度 までは毎年 2,700,000円 の賃金 を政務
活動費 で充 当 してきた。
請求人は何度 か事務所 を訪問 したが、政務事務所 とする (株 )岩 崎 工務店の
2階 には政務活動事務所の看板 もな く、一度 も職員 に出会 うことはなか った。
平成 29年 11月 30日 、事前 に面会を求めて岩崎県議 と面談 した と ころ、当
日は政務事務所 の 看板が 1階 に立てかけてあ った。
(株 )岩 崎 工 務店 との契約では

2階 の 1室 と してあ り、 1階 は政務事務所で

はな い。面談の結果、岩崎は職員 が 常駐 していないことを認めた。
職 員 は選挙区内のそれぞれの 自宅勤務で必要な時 に代理 出席 をお願 い して
いると岩 崎は説明 していたが、勤務 実態 を証 明する資料 も提 出 されて いな い
ことか ら、臨時職員を雇用 していた とは認め られな い。

また、職員が常勤 していない事務所費の支払 も認め られず、電話 も自宅、
(株 )岩 崎工務店、 いわ さきファーム、岩崎宏後援会が共用 してお り、政務活
動費の充当は認め られな い。
岩崎は埼玉県監査委員に就任 してお り、このような悪質な政務活動費の詐
取が明 らかにな った以上、刑事罰の対象 になることか ら、懲戒処分の必要が
ある。
岩崎は これ まで交通費で車両 リースを行 い、政務活動費で 75%の 充当を し
４ ●

ている。
しか し、定例会 出席等県議会 に公務で出席する時は費用弁償 が支給 される
ので 25%の 減額は当然 と考え られ、西秩父商 工会会長、埼 玉 県監査委員 、後
援会 活動等 の移動手 段 にも使 用 して いるため 50%以 上の充 当は認 め られな
い。
また、職員のガソ リン代の負担 も職員が常駐 している形跡がな く、妻の運

転する車両のガソ リン代 と思料され、政務活動費で充当 した金額は全額返還
すべ きである。
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新井豪議員 について
新井豪議員は当選直後 か らさいた ま市に政務活動費を充当 し (株 )レ オパ レ
ス 21で マンシ ョンを賃借 して事務所 を開設 した。
その後、プル ー レイ レコーダーや映像モニ ター と称 してテ レビや事務所用
品代、ソファーやテ ー プル代金を政務活動費の事務費で充当 し購入 している。
その後、プ リンターや扇風機を購入 し、同年 9月 にはスカパーアンテナ、
ビデオデ ッキの購入 に政務活動費を充当して いる。
平成 27年 4月 にはさいた ま市南区別所町のマ ンシ ョンに移転 している。こ
の マ ンシ ョンは居住用であ り、事務所 としての利用は認め られな い契約 とな
って いる。
マ ンシ ョン入 回の郵便ポ ス トには 「新井」 の表示だけ、事務所 と称 してい
る 3階 の表札は新井事務所 の表示で何の事務所か判然 としない。
また、政務活動事務所 と して利用するには電話や FAXの 設置が必要だが、
領収書等 を精査すると光熱費のみが充当され、電話を設置 している気配がな
い。
この こ とか ら、政務活動事務所 ではな く、単 に私的利用のため に契約 した
居住用 の マ ンシ ョンであ り、政務活動費の充 当は事務費 も含め全額が違法で
あるといわ ぎるを得な い。
ここに生 活 しなが ら定例会等 に出席 して、一番遠距離の費用弁償 を不正 に
受 け取 って いるこ とは公金 の詐取 であ り、詐欺の疑 いで刑事告発の可能性 も
ある。
「県議は、定例会等がある
請求人 は何度か新井の秩父事務所 を訪問 したが、
ときは浦和事務所 に泊 り、 こち らの事務所 には土 日しか帰 ってきません。奥
さん も一緒ですよ。」 と新井の叔母 さんが語 つていた。

運用指針 では政務活動事務所 には電話や FAXの 設置 が義務付 け られて い
る。領収 書等 を精査す ると光熱費のみが充当され、電話 を設置 している気配
がな い。
浦和事務所 を設 置 して いる こ とはホ ー ム ペー ジや名刺 にも記載がな く、 も
ちろん政務活動費で発行す る広報紙 にも表記 されて いな い。
また、浦和事務所 の水道料金支払は明細書 が添 付 されて いな いが、支払 っ
た金額か ら推認す ると他の議員が事務所で支払 っている金額 よ りかな リオ ー
バー している。
電気 料金やガ ス料金 も議会 へ の 出席 がな い期間はほ とん ど基本 料金 であ
︻０

り、浦和事務所は政務活動事務所ではな く、単 に私的利用のため に契約 して
いるものであ り、政務活動費 の充 当は勿論、事務費 も含め全額が違法である
といわ ぎるを得な い。
ここに宿泊 しなが ら定例会等 に出席 して、一 番遠距離 の費用弁償 を不正 に
受け取 って いることは公金の詐取であ り、請求人は詐取の疑 いで 刑事告発 も
視野 に入れて いる。
このほか、人件費 の充当に不 自然な支出があ つた。
平成 25年 度 の人件費の支払は秘書の賃金を月額 140,000円 と し、この うち
90%の 126,000円 を政務活動費で充 当 している。
この 秘書 は長瀞町の町議であ り、 自らの議員活動の合間 に県議の秘書活動
を行 うことは多くの制約 もある ことか ら、秘書 と しての活動は主 に代理出席
程度 にとどま り、議員 の政 策 立案や政策提言 の能力を高めるための費用 とは
考 え られず、政務活動費の充 当は認め られな い。
また、その他 の臨時職 員 は月額 60,000円 の賃金 と し、80%で ある 48,000
円を政務活動費で充当 して いる。
しか し、秩父事務所 に常駐する叔父や叔母 に賃金の有無 を尋ねた と ころ、
「ただの留守居 で、ポランテ ィアで事務所 に来てお り、報酬は全 くな い。」と
回答 している。 これは請求人 と同行 した男性 も聞 いている。
新井は平成 27年 度 に人件費総額 5,640,000円 の うち 50%に 相 当す る人件
費 2,820,000円 を政務活動費で充 当 してお り、政治団体の支出にも支払 った
残額である 2,320,000円 の支 出がな いため新井 に直接面談 した。
まず、新井の手取 り金額を確かめ た ところ月額 50数 万 円との回答があ り、
臨時職員 に支払 った賃金の半分である年額 2,820,000円 の負担は ど こか ら支
出 して いるのか尋ねた と ころ、「私 にも貯えがあ りますか ら…。」 との回答で
あ ったが、個人で年間 2,820,000円 を負担 した とは考え られな い。
28年 度 には人件費総額が 3,840,000円 に減少 し、充当率は 80%と な ってい
るが、政務活動費の充当が 3,072,000円 に増加 している。
28年 度 でみると新井の場合 、年額 の政務活動費 6,000,000円 の うち 50%以
上の金額が臨時職員 の賃金 に充当され、 955,800円 が事務所費 に充当されて
いることか ら、地方 自治法で定める政務活動費の議員 の政策 立案や政策提言
の能力を高めるための費用 と して充当されて いるとは言えな い。
そのほか、車検整備代金の二 重請求が発見 され、 これを議会事務局 に指摘
した と ころ修正 された とい うことだが、同 じ車 の車検 が 年間 2回 もある こと
はな く、虚偽 の支出証 明書で政務活動費を詐取 していた ことは 明 らかである。
また、秘書が経営する会社 の領収書 による事務所 の看板代が政務活 動費 で
充 当されて いるが、看板 を取 り付 けた とする領収書発行の 日付後 に撮 影 した
事務所の写真 には看板が表示 されて いないことも判明 している。
以上の とお り、埼玉県議会 における政務活動費 の調査の結果、4人 の議 員
だ けではな く多数の議員が不正 に政務 活動費 を詐取 している疑 いがあ り、今
後引き続き調査 していく予定 である。
今回当事者 となる監査委員の岩崎議員が 自民党の控室で監査請求は受理 し
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な いと話 して いたのを記者が聞いて いるところか ら、監査事務局員が岩崎 に
対 し受理 しな い とい う説明を していた と推認 され、監査機能が正常 に働 くの
か疑間であるが、平成 9年 に発覚 した監査 委員事務局 のカラ出張 に端 を発 し、
埼 玉 県 の不正支 出が 3年 間で 22億 円 に上 った事件 を踏 まえ、監査機能 を発揮
し適切な監査結果を期待す るものである。
今回の監査請求では、事務局員が受理 しな いよ うに仕 向けた ともと られ る
態度で、訂 正箇所の十分なチ ェ ック もせず に受理できな いと して数 回返却 さ
れたが、平成 29年 度 に他のオ ンプズ マ ンの会員が監査請求を提出 した際、同
じよ うに難癖 をつ けて受理 しなか った経緯 もある こ とか ら、監査事務局員が
同様な態度を とった ことが丸見えである。
本来、監査委員 は行政や議会の支出状況を しっか りと監視 する ことが必要
であ り、監査請求が提 出 されな いよ うなチ ェックをす べ き と ころ、現在の監
査制度 ではそれが十分 に機能 していない。
これ によ つて、一般の県民が 4年 の歳 月をかけて何万 ペー ジと い う膨大な
証拠資料を 自らの費用負担 で時間をかけなが ら不適切、違法な支出を発見 し
監査請求を提出 した ものが監査事務局員 の議員 に対する付度で受理 しな い結
果 に進むのは極めて遺憾 であ り、担 当職員の罷免を請求 した くな るほ どの憤
りを感 じる。
本来、提 出 された監査請求 はその場で受付 して必要 があれ ば補正命令を出
せ ば済む ことであ り、完璧な文章 でな ければ受け付 けな い と した監査委員事
務局員 の態度は全体の奉仕者 である公務員の態度ではな く、著 しく不快感を
覚える。
監査委員 は県民 に委ね られた本来 の職務 を、県民 目線で監査 し必 要な措置
を講ず る こ とを求めて今回の陳述 とする。
なお、陳述書 の方 に誤字脱字があ りま したが、その点は ご容赦 くだ さい。
山本委員

請求人、陳述 は以上でよろ しいですか。

田中氏

は

い

。

山本委員

今 の請求人の陳述に対 し、監査委員の方か ら何か確認する ことがございま
した らお願 いします。
佐野委員、何か ございま した らお願 いします。

佐野委員

確認 させて いただ く前 に、誤解があるようなのでお伝え しますが、私ども
は最初 か ら監査請求 を受け付 けな いという態度を取 った こ とは ござ い ませ
ん。書類 に不備がある こと、不備が整備 されれば受け付けるという報告を受
けて います。
とい うのは、受理を した ら 60日 以内に結論を出さなければいけません。
先 ほど膨大な資料を調 べて問題を提起 していただいて いるとい うことで した
が、議会事務局 も監査事務局 もそれな りの 日数をかけて調査 しないといけな
一旦受理 した後でそれをや りますと、
60日 とい う期間が刻 々
い ものですか ら、
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と経過 して しま う。そ うい う配慮 もあ りま して、ちゃん と整備 されてか ら検
討 しよ うとい うこ とで我 々監査委員は判断 した と ころで、決 して最初 か ら請
求 を受け付 けな いという判 断 は取 ってお りません。その点は明確 にお答え し
ておきたいと思 います。
田中氏

お言葉ですけれ ども、受理 してか ら補正命令を出せば、補正が提出される
までの間、その期間は延長 されますよね。ですか ら、それをやればできるは
ずですよ。
正直な ところ、監査事務局員は数人でやって いるが、私は全部一 人でや っ
ている。 これをチェ ックするにも膨大な時間というものがかかるわけです。
ですか ら、例えばある程度書類 をチェ ック した上で「これ とこれがおか しい」
という形で受付を i回 くらい先延ば しされるのはやむを得な い と思 うけれ
ど、2回 も 3回 も「ここがおか しい、あそ こがおか しい」 といって返 され る
ということになると、非常 に我 々 としても困惑するわけです。
前年度 に同 じ仲間が提 出 した ところ、それを言われて請求を断念 した経緯
もある。提出する側の立場 に立って判断 していただきたいと思 う。

佐野委員

お怒 りは分か らな いことはあ りませんが、法定の書類なのである程度完全
な書類を提出 して いただ くことがル ール にな ります。そのため、田中さんの
請求については、ある程度受けられる レベル になるまで残念なが らお返 しさ
せていただきま した。それで も受付後 にさらに直 していただきたいところが
あ りま したので、通常は行 って いませんが、例外的に延長するとの判断を し
た ところです。
誤解があってはいけな いのですが、我々監査委員は最初か ら門前払 いすると
い うことは絶対 しません。そ うでな いと地方 自治法の趣 旨に反する ことにな
り、それ こそ問題です。そ うい った ことは一切 していませんので、それだけは
ご理解 いただ きた いと思 います。

田中氏

ただ、岩崎議員が 自民党議員団の中で受理 しないとい うこ とを話 しているの
を記者が聞いているんですよ。

佐野委員

私どもも今、陳述書の記載を見て初めて知ったわけで、そういったことは私
どもの耳には一切入っていません。

山本委員

岩崎委員の発言が どうとい うことは私 どもには全 く関係のな い発言ですの
で、監査事務局 と一連で見て もらつては困 ります。

田中氏

今回の監査請求では除斥 されていますが、岩崎委員 も監査委員であるという
ことは間違いな いで すよね。

山本委員

監査委員であっても頻繁に情報交換を行 って いるわけではあ りません。その
よ うな発言があった ということは岩崎委員個人の資質の問題ではないかと思
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います。監査事務局と一蓮托生だという言い方をされては困ります。
田中氏

山本委員

岩崎委員 の 資質 の 問題 だ とお っしゃいま したが、そのよ うな資質の方が監査
委員を任命 されて いるので すか、埼玉県では。
そ うい うことではあ りません。発言その ものは個人の意見 であ り、監査委員
と しての意見で もない し、監査事務局 の意見で もな い とい うことです。

田中氏

ここで言 い訳 を聞 いて も仕方がな い。現実 にそ ういうことがあ った、記者が
議員 の事務局で聞いた と私 に教えて くれた。

山本委 員

仮 にそ ういった発言があ った とすれ ば、
請求人のお っしゃって いるよ うな疑
間が 残る ことは当然だ と思 います。

田 中氏

当然、その点に関 しては今回の監査結果の中で明 らかにしていただきたいと
思 います。

佐野委員

お怒 りはそ うなんですけれ ども、本 当に私 どもは門前払 い しません。もちろ
ん最初か ら受け付 けられな い とい うケ ース もあ りますが、そ もそ も内容が事実
に即 していな いとい うよ うな場合です。今回の請求は受付 に値するという判断
でお願 い したわけです。
今回の請求 に関 しては適宜、事務局か ら伺 っていま して、こういう点が 具体
的 にまだ整 っていないか ら、残念なが ら受付要件があ りますので、もう一度ち
ょっと直 してか ら受け付 けるとい う話を していま した。最終的な判断で受け付
けた と ころ、先 ほど申 し上 げた とお り、まだち ょっと直 していただかな いと正
式な書類 にな らな いというこ とで ご足労を いただいた と ころです。

田中氏

私が電話で聞いた範囲では、こんな状態では受け付けられな いと、事務局員
か ら電話で言われた。
2回 目には直すから送 ってもらえないかと言 ったら、最初は渋 つていたが着払
いで いいか ら送 ってください と、 ここまで来るのに往復で2,000円 かかるんで
すよ。

佐野委員

そ うい うことでちょっと誤解を与えるような ことがあったとした ら監査委
員と して監査事務局を代表 してお詫び します。ですが、本当に最初から門前払
いする気は ございませんで したので、
その点は誤解なきようご理解 いただきた
いと思 います。

佐野委員

それでは確認 させて いただきます。証人喚間とい うことではあ りませんの
で、お答えいただ けなければそれで も結構です。非常に細かく調査 していただ
いていますが、このよ うに深 く調査される端緒 とい うのは、議会事務局が保有
している書類か らですか。
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田中氏

資料は全部スキャナで取 り込んで公開 している。私のところには平成 25年 度
か ら (25年 度以前もあるが)全 ての証拠資料がパ ソ コンに入 っている。

佐野委員

そ ういった 中か ら、いろいろと疑 問点や矛盾点 について思われたということ
ですか。

田中氏

見て いて「これはおか しいな。」というのが 分かるんですよ。例 えば先ほど
の 電気料金 とか水道料金 とい うのはメ ー タ ーがほとん ど動 いていな い にも関

わらず、
そこに事務員が3人 も常駐しているなんていうのは全く考えられない。
トイレにも行かないのかと、トイレだって1回 行くと102か らの水が流れるんで
すよ。
佐野委員

そ ういう横の資料の比較 ということで、よろ しいで すか。

田中氏

そ うですね、単純 に一 つだ け見て いたので は こ ういう結果は 出な い。例 えば
鈴木議員 に関 しては現場 に直接行 ったんですが、その 日は事務 員が一人 もいな
か った。3人 いるのだか ら 1人 は必ず いるはずなの に。小林議 員の場合は現場
に行 って調 べた ら事務所 とするところが美容院 に変わ つていた とい う事実が
あ り、これはおか しいというので近 隣を いろいろと聞きまわ つたんですよ。
そ うした ところ、事務所は確か にあ ったけれ ども事務 員は見て いないと、そ う
いう証言があ つたので さらに詳 しく調 べ てみ る と水道料金の メーターが全 く
動 いて いな い。 これは確実に人が いなか った という証拠です。
正直な ところ、私は監査請求以前 に刑事告発 しよ うと考えて いた んですが、
とりあえずル ール として監査請求を 出 した。それで 本人が認めて返還すれば、
それな りの成果はあ ったわけですか ら。ただ、刑事告発すれば当然、罪 に問わ
れ ますか ら、沢田元県議 と同 じよ うに大 きく騒がれるのは 目に見えて明 らかで
す。
私は刑事処分 される こ とを望んでいるのではな く、今、政務活動費が全国で
騒がれて いる 中で、不正な使 い方を しているのをどこが チ ェ ックするのかと、
本来は監査委員がチェ ック しなければな らな いわけですよ。それが十分な機能
を果た していな いため に監査 されていな い。もう一つ は法 令 に則った使 い方が
されていな い。議員団の方 に申入れ を しているが、政務活動費の運用指針の適
用をもう少 し厳格 にしてほ しいという内容の ことを話 している。今回、政務活
動費 の領収書の公開もパ ソ コ ンで見 られ るようにしてほ しいと言 つているが、
流れ て しまった。全国オ ンブズ マ ンの大会で埼玉県議会が47都 道府県の 中で情
報の開示が最低なんです。それ ともう一つ 、不正を働 いているよ うな様子が表
に出たのが全国―なんですよ。不名誉な全国―が 二つ も続 いているので何 とか
これを直 さなければいけないと考えて います。

佐野委員

私 も埼玉県民ですか ら、監査委員 とい う立場を離れてみれば、ある意味で確
か にこういった ことを感 じられる方 もい らつ しゃると思 うし、貴重な ご意見だ
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と思 う。ただ監査委員という立場 もございますので、公正 に判断させていただ
きます。
次にお聞き したいのですが、こういう現象 というのは毎月起 こっていると理
解 してよろしいで しょうか。たまたま特定の時期に発生 したということではな
くて。
田中氏

ず っとです。調査があるので、私は監査請求するまでの期間が非常に長 いん
ですよ。なぜかというときちんと精査 した上で 出さな い と、途中でずっこける
可能性だ ってあるからです。今 も半年かけて調査 している人が、大体 10人 近 く
いるんですよ。そ ういつた人たちは明らかに違法な支出を行 っているとはっき
りと分かって います。
今回、 この4人 は生贄ではな いけれどもこれが 出 されたことで、議員団の中
でもう少 し緊張感 を持 って対応 してもらえればそれが一番 いいことなんです。
今後、
議会の情報開示がどうなるかによつて決まってくるかと思いますけれ ど
も。

佐野委員
山本委員

ありがとうございました。
監査 も法
私の方か らは先ほど監査が手ぬるいという発言が ございま したが、
監査には調査権 も何 もございま
律のルール に則つて行 っているものですか ら、
せん。あくまで検査するとい う立場です。財務 に関する事務の執行 を適切にさ
れているかどうかを手続的にみて監査するという職務 にな ってお ります。
私は心の中では若干分かって いるつもりで
請求人が言わん とするところは、
そこのところを御理解 いただかな いと全てが監査で解決できるも
すけれ ども、
のではないと、このように思 つてお ります。この点は申し訳あ りませんが御理
解 いただきたいと思ってお ります。
それ と、これは こだわる訳ではな いですが、25〜 28年 度 の監査請求とい うこ
とで、そ うすると先ほど岩崎委員の話が出てきま したが、岩崎委員は29年 度 か
ら監査委員の職務 に就いています。ですか らもし誤字があれば請求人の方で訂
正をされれば いいのかな と。 25〜 28年 度の監査請求をあげて こ られて いるの
で、立場的には28年 度当時は恐 らく監査委員ではなかろうと、そ このところは
どうお考えなのか請求人にお任せ したいと思います。

田中氏

お言葉ですけれ ども監査 委員の選 出基準 とい うのはあると思 うんですね、
当然 こ うい うことを した人が監査委員 に選 出 された こと自体が問題なんです。
監査委員とい う立場、しか も副議長を経験 している人ですか ら、やは り政務活
動費 は適正 に使 うよ うに指導する立場であ って、こ ういうよ うな ことで いたん

ではまずいのではないか、
そういう意味で監査委員の立場をよく理解してくだ
さいということです。
山本委員

はい、分か りま した。
佐野委員、他 に何か ございますか。
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佐野委員
山本委員

山本委員

5

特 にあ りません。
それでは、請求人は大変 ご苦労 さまで した。これ をもちま して請求人の陳述
を終了させて いただきたいと思 います。大変あ りが とうございま した。
それでは、引き続 いて執行機関の陳述を行 いたい と思 います。

執行機関 (議 会事務局 )の 陳述

副事務局長

それでは、議会事務局か らの本件 に関する陳述を行 います。
陳述 に際 しての注意事項 につきま しては、文書で事前 にお送 りしたとお り
です。よろしく御協力をお願 い します。
また、陳述 に当たっては監査委員の指示 に従 つて行 つてください。
では、監査委員よろしくお願い します。

山本委員

議会事務局

それでは、同様 に陳述をす る方は、前の陳述席 にお座 り.い ただきま して、
名前をお っしゃってか ら、陳述をは じめて くだ さい。お願 いいた しします。

議会事務局総務課長の仲 山で ございます。よろしくお願いいた します。
それでは、陳述をさせて いただきます。
平成 30年 3月 28日 付 けの今回の住民監査請求 に対する意見で ござい ます。
最初 に、政務活動費の制度 について 申 し上 げます。
政務活動費は、地方公共団体の 自己決定権や 自己責任が拡大 し、地方 議会
の担 う役割が ますます重要な もの とな ってきて いることに鑑みま して、議員
の調査研 究活動の基盤の充実・ 強化 を図るため、会派 または議員が行 う調査
研究その他の活動の費用 への助成 を地方 自治法第 100条 第 14項 に位置付 け、
制度化 された もので ござ います。
平成 24年 9月 の地方 自治法改正 によ りま して、名称が政務調査費か ら政務
活動費 に改正 され ま して、充 当できる経費の範囲を条例で定めることとな り
ま した 。
これ に伴 い ま して、本県 におきま して も平成 25年 3月 にな りますが、「政
務活動費の交付 に関する条例」、「政務活動費の交付 に関する規程」、「政務活
動費 の運用指針」というもの に名称 を改め改正 し、平成 25年 度交付分か ら適
用 して ござ います。

次に、政務活動費の事務処理について申 し上げます。
政務活動費を充当 した経費につきま しては、年度終了 日の翌 日か ら 30日 以
内に、会派の代表者は、収支報告書 と領収書等の証拠書類の写 しを議長に提
出す ることが条例 によって義務付けられてお ります。
議会事務局 におきま しては、会派 か ら提出されま した証拠書類が、条例・
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規程・ 運用指針 に合致 しているか書面審査を行 い、書面で確認 が不十分な も
のは、会派あるいは議員 に疑問点等の意見を付 して再確認を行い受領 してい
るということでございます。
また、会派 の収支に残余金が生 じた場合は、返納手続を行 ってお ります。
次 に、 もう一つの制度であ ります費用弁償 の制度 について申 し上げます。
「普通 地方公共団体の議
議員 の費用弁償 は、地方 自治法第 203条 第 2項 で、
会 の議員 は、職務 を行 うため に要す る費用の弁償 を受ける こ とがで きる」 と
規定 されてお りま して、埼玉県議会議員 の議 員報酬及 び費用弁償等 に関する
「県議会の招集 に応 じ旅行 した とき、又は閉
条例第 4条 第 2項 におきま して、
会 中に常任委員会 、議会運営委員会若 しくは特別委員会の招集 に応 じ旅行 し
た ときは、そ の住所地 か ら招集地 までの距離 に従 った区分 によ り定額で、そ
の費用 を弁償 する」 と定め、支給 して いるところで ございます。
定例会 において本会議や委員会 に出席 し議案等 を審議する こ とは、議員の
職務 の 中核 をなす活動であ ります こ とか ら、議事堂 に参集するための費用を
支給 しているものであ ります。

それでは、請求人 の主張 に対する個別案件 につ きま して、議員に事務局が
聞き取 り調査を行 いま したので、当方の意見 と合わせま して、順次説明させ
ていただきます。
まず、小林哲也議員 の人件 費 について 申 し上げます。
小林哲 也議員が、政務活動 に従事する職員 の賃金 と して、条例 、規程、運
用指針 に基 づき ま して、「人件費」 と して支 出 した ものであ ります。
請求人 は、「熊谷市籠原南 2‑18の 政務調査事務所 が 平成 28年 頃か らテナ
ン トに賃貸 している」、「近隣の間き込みか ら事務員が駐在 していな い」、「上
下水道の領収書記載 の使用量が少な い」 とい った こ とな どか ら、職員 の雇用
が虚偽であると指摘 してお ります。
これ らにつき、議員 に確認 しま した と ころ、「政務事務所は平成 28年 7月
に熊谷市 二 ヶ尻 2708に 移転 し、籠原 の 旧政務事務所 は、その後テナ ン トに賃
貸 している」、それか ら「県政調査及び各種用務 に、事務員が不在 になること
はあ る」、「ウォー ターサ ーバ ーの設置や来客用 には近 くの コン ビニエ ンスス
トアで ペ ッ トボ トル を購入 している こ とか ら、水道水 はほとん ど使用 して い
な い。また、冷蔵庫やガ ス コ ンロも設置 して いな い」 との回答 を得 ま した。
また、上下水道 の領収書 の使用水量の表記 につ いては、事務局 が熊谷市 に
「小数点以下 は切 り捨てて表記す るため、前回の検針か
確認 しま した ところ、
.ら

1謂 以上の使用がな いと 0酬 と表記 され る」 との回答 を得ま した。

なお、職員 の勤務 実態 につ いては、条例、規程、運用指針 に基づきま して、
証拠書類 と して、支出証明書、雇用契約書及 び勤務 実績表 が提 出 されてお り、
確認す ることができます。
以上の ことか ら、当該支出 につきま しては、条例、規程、運用指針 に合致
した適正な支 出であると考えます。
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