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監 査 の 請求
請求人
狭 山 市

田

請 求 書 の 受付
平 成 30年 3月

28日

中

寿

夫
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請求 の内容 (原 文 に沿つて記載。ただ し、項 目番号の付け替 え等 を行 った。)
(1)請 求 の要旨
ア 請求 の対象者
埼玉県知事 上 田 清司
イ 請求 の趣旨
埼玉県知事 上田清司は、地方 自治法 (昭 和 22年 法律第 67号 。以下 「法」 と
い う。
)第 100条 第 14項 か ら第 16項 までの規定 に基づき、「埼玉県政務活動
費の交付 に関す る条例」 (以 下 「政務活動費条例」 とい う。)を 定め、埼玉県議会
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 として埼玉県議会
各会派 に対 し、会派の請求によ り政務活動費を交付 して いる。
また、「埼玉県議会議員 の議員報酬及び費用弁償等 に関する条例」 (以 下 「費用
弁償条例」とい う。)に 第 4条 で県議会議員が職務のため旅行 した とき及び県議会
の招集 に応 じ旅行 したとき、又は閉会中に常任委員会 、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
い、次 の区分 によ り定額で、その費用 を弁償すると定め、 これに準 じて県議会 の
議員 に対 し費用弁償 を交付 して いる。
この うち『埼玉県 自由民主党議員団』会派 の一部議員及び平成 25年 度途中で
会派 に合流 した 『秩父彩政会 』の議員が平成 25〜 28年 度の政務活動費の支出
に関 し、「政務活動費条例」 〔
平成 25年 3月 1日 公布〕及び 「埼玉県政務活動費
の交付 に関す る規程」 (以 下 「規程」 とい う。
)〔 同〕のほか、同条例第 10条 によ
って委任されて いる議長が定めた 「政務活動費の運用指針」(以 下 「運用指針」と
い う。)〔 平成 25年 3月 制定〕 を逸脱 し、又は関係法令や判例 に照 らし明 らか に
違法、不適切な公金 の支出が見受けられた。
また、費用弁償条例第 4条 第 2項 の費用弁償 を受けなが ら、政務活動費で さい
たま市に事務所を置き宿泊 して定例会等 に出席 し、条例最大 の費用弁償 を受け取
って いる議員が いる ことが判明 した。
このような状況は埼玉県知事 上 田清司が政務活動費及び費用弁償 を交付 し、議
会か らの報告 を受けなが ら長年適切な監査 を怠 り放置 してきた ことが原因で発生
したものである。
以 上によ り指摘す る下記事項につ き、当該会派及 び議員 に対 し違法・ 不適切 に
支出 した政務活動費の返還 をさせ るための必要な措置をとる ことを請求する。

尚、今回の請求は違法・不適切な支出に関 し監査を怠った事実により議員の不
当利得について返還を請求するものであり、
法第 242条 第 2項 は適用 されない。
一
また今回の請求は議員の 部 に過ぎず、引き続き調査完了次第 さらに追加の監査

請求を行 う。
埼 玉県 知事 上 田清 司 は、埼 玉県 自由民主党 議 員 団 に所 属す る小林 哲 也議 長 、鈴
木 弘元 副 議長 、 岩 崎宏 元 副議 長 、 秩 父彩 政会 か ら合 流 した 新 井 豪議員 に対 し平 成
25年 度 か ら 28年 度 まで 同会 派 に支給 した 政務活 動 費 の 内 、違 法 不適 切 に支 出
した 平成 25年 度 か ら 28年 度分 の違 法 に支 出 した次 の金額 を県 に返 還 させ よ。
《政 務活 動費》
1 小 林 哲 也 議 長 につ き
25年 度
3, 019, 109円
26年 度
2, 412, 062円
27年 度
2, 268,610円
28年 度
2, 080, 945円
計
9, 780, 726円
2 鈴木
弘 元 副 議 長 につ き
25年 度
3, 794, 126円
26年 度
2, 995,691円
27年 度
3, 044,734円
28年 度
3,494,442円
計
13, 328, 993円
3 岩崎
宏 元 副 議長 につ き
25年 度
3, 489, 875円
26年 度1
3, 564, 513円
27年 度
3,630,210円
28年 度
3,584,077円
計
14, 268,675円
4 新井
豪 議 員 につ き (費 用 弁償 を含 む )
25年 度
(秩 父彩 政会含 む )
4, 219, 537円
26年 度
5, 340, 915円
27年 度
4, 775, 359円
28年 度
4, 921, 959円
計
19,257,770円

以上、埼玉県知事上 田清司は埼玉県 自由民主党議員団、秩父彩政会及 び新井豪議
員 に対 し、交付 した政務活動費、費用弁償 は明 らか に不当利得であるので下記金額
の返還請求をせよ。
合計
56, 636, 164円

(2)請 求 の理由
ア

小林哲也議長 に対す る請求 の理由
小林は自己の所有す る埼玉県熊谷市籠原南 2‑18の 政務事務所で就業 させ る
ことを条件 に臨時職員 を雇用 し、虚偽 と思 料 され る勤務実績表 を作成 し、平成
25年 度か ら 28年 度まで計 9, 780, 726円 を政務活動費の人件費、事務
費、交通費等 に充当 し支払った。

請求人の調査 によると、小林 の事務所 は平成 28年 8月 頃か らテナ ン トである
美容室 に賃貸 し、政務事務所 は存在 して いな い。近隣の間き込みを行 ったところ、
テナ ン トに賃貸す る以前 も事務所 に事務員が常駐 して いることはなかったとの回
答 を得て いる。
この事実 を確認す るため光熱費の調査 を行 ったが、熊谷市 の上下水道料金の領
収書 を精査 したところ、2か 月間で使用水量が 0ポ 、1ピ と事務員 が常駐 したと
は考えられず、臨時職員 の雇用 は虚偽であった ことが判明 した。
また、小林議長 の 自宅 を訪問したところ自宅敷地に事務所 らしきものがあ り、
事務所 には職員 の姿がな く留守を守つて いた母親 に質問 したところ、事務所は平
成 28年 4月 ごろ引越 ししたとの回答があった。(事 実証明 1、 録音記録)小 林議
長 の広報誌 「Tetsuya News July 2016.vol.26」 では最下段 に小林てつや県 政調査
事務所 として住所は熊谷市三 ヶ尻 2708と 電話番号 048‑530‑1211
は小さく、 FAX番 号が 048‑532‑3177と
大 き く表示 して いる。 これ
は、常時職員 は待機 して いる状態ではないことを表 して いる。(事 実証明 2、 小林
議長 の広報誌)
これによ り、 4年 間 に支出 した事務費 269, 285円 を含め違法な支出であ
ったといわざるを得 な い。
費用弁償条例 は、議員 が定例会等に出席 した場合費用弁償 を支給する規定があ
り、費用弁償 の交付 は平均年間 70〜 80日 間であ り、年間 に換算すると約 20
〜 25%に 相当す る。
議員 はこの期間、費用弁償 を交付 されて いるため政務活動費での交通費の充当
は認 め られな い。当然、政務活動費を充当 して いるリース車 の使用 もこの期間 は
制限 されることになる。
このことか らすると、
政務活動費で 自動車 の リー スが許 されるのは年間の 75%
であ り、また、他 の政治活動や私的活動にも使用される ことを鑑みれば、その按
分 は 50%未 満が相 当である。小林が車両 の リース代を政務活動費で 90%充 当
した ことは明 らか に不当利得 に当た り、40%相 当は返還されなければな らない。
当然、ガソリン代 もこれに該当し、按分 は 50%と しな ければな らず、 40%は
返還 されな ければな らな い。
以上によ り、違法な支出に当たる頭書 の金額 の返還請求 を求 めるべ きである。
鈴木弘元副議長 に対す る請求 の理由
鈴木 は 自己所有 の敷地内の建物 を同居 の親族に譲渡 し、 これ を政務事務所 とし
て使用 して いるとして 4年 間で 13, 328, 993円 を政務活動費で充当 して
きた。
しか し、 この 4年 間 の電気代 の使用量 は 10kwhか ら 14kwhで 、 これは
小型冷蔵庫又はシャワー トイ レの消費電力 に相当す るに過ぎな い。
常勤の臨時職員が 2〜 3名 雇用 の支払領収書が添付 され政務活動費が充当され
て いるが雇用契約書 の添付 もな く、勤務実態表 さえ提出されて いない。
電話代 について も、 FAX専 用 の請求 は毎回ほぼ同額であ り、固定電話は議員
名簿 の 自宅の電話番号 と広報記載 の政務事務所 の電話番号が一致する ことか ら、
自宅兼用であることが認められる。(事 実証明書 3、 議員名簿 事実証明書 4 鈴
木議員が発行 した広報紙 )
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以上によ り、事務所 には臨時職員 の勤務実態 はなかった ことが証明され る。
また、事務所 の所有者が 同居の親族であることや職員 の常駐 しない政務事務所
の事務所費の充当は認め られな い。
以上によ り、人件費、事務所費、事務費等、13, 328, 993円 は鈴木が
違法 に詐取 した と思料 され、頭書 の金額 の返還請求をすべ きである。
ウ 岩崎宏元副議長・ 議会選出監査委員 につ いて
岩崎は親族が経営する卸岩崎工務店 と建物賃貸借契約を締結 し、鉄骨 2階 建 の
内 2階 1号 室 を政務事務所 と後援会活動用事務所 として契約 してい る。
しか し、 この事務所 を数回訪問 したが、これまで一度 も職員 が在所 して いなか
ったばか りでな く、政務事務所 としての看板等の表示 もなか った。
平成 29年 11月 30日 、岩崎 に事前 に面会を求め、同所 を訪問 したところ、
これまで表示がなかった看板が 1階 事務所 に固定 されないまま立てかけてあった。
事務所 の賃貸契約 は 2階 の 1号 室 とな ってお り、請求人が訪問す るとい う連絡
があって急速表示 したものと思料 され る。 (事 実証明書 5、 政務事務所看板写真 )
当日約 60分 の面談 の結果 、事務所 には職員 の常勤がな く、選挙区内の 自宅勤
務と して必要 があるときに代理出席等 を依頼 して いると岩崎 自身か ら回答があっ
たので、職員 との面談 を依頼 したが現在 もその機会が設けられて いない。
このように事務所 には全 く出勤せず、自宅勤務 とするもその勤務実態が確認で
きな い職員 に対 し、政務活動費を充当 し定額で報酬を支払 うことは許 されな い。
また、常勤職員が いな い上に、今回の返還請求 を求めて いな い電話代 はその番
号が 自宅 、(抑 岩崎工務店、いわ さきファーム、岩崎宏後援会事務所 と共有 して い
る ことか ら事務所費の充当は認め られな い。(事 実証明書 6、 議員名簿 事実証明
書 7、 岩崎 工務店電話番号 事実証明書 8、 岩崎 ファームホームページ 事実証
明書 9、 岩崎宏後援会ホー ムペー ジ)
さらに岩崎 自身は西秩父商工会会長 も務め、現在 は埼玉県監査委員の議会選出
監査委員 も務めてお り、政務活動費で リー ス料 の充 当を 75%と して い るが、
50%以 上の充当は認め られな い。
ガソリン代 の充当についても勤務実態 の証明がされな いまま職員用 としての充
当は認め られず、除外すべ きであ り政務活動費 における按分率 は 50%充 当とす
べ きであ り、勤務実態 の確認 されな い人件費や事務所費は、按分 にかかわ らず充
当す ることはできな い ことか ら、頭書 の金額 の返還を求め るべ きである。
エ

新井豪議員 について
新井 は 25年 に初当選 して以来 、さいたま市にマ ンションを賃借 し、政務事務
所 を開設 した。
しか し、政務活動運用指針で定める事務所 として認めて い るのは看板の表示が
義務付け られて いるが、浦和事務所 とされるマ ンションのポス トは新井 とい う表
示 のみであ り、部屋 にある表示 も新井事務所 とあるだけであつた。
政務事務所 は県民が県議 に対 し要望、相談が必要な場合 にいつで も訪間できる
ことが前提であ り、そ の所在地や電話 、 FAX等 が誰 にで も周知されなけれ ばな
らな いが、新井は自分 の名刺やホームペー ジ、広報等 には全 く政務事務所 の所在
や電話等 の表記がな く、県議会 の議員名簿 にもその所在が掲載 されて いな い。(事
И﹃

実証明書 10、 議員名簿 事実証明書 11、 政務活動費で発行 した広報誌の写 し
事実証明書 12、 新井豪議員のホームベー ジの写 し)
また、浦和事務所 にかかる電話代が計上されて いな いことか ら、電話や FAX
の利用がな い と認め られ、賃貸契約 も居住用 となって いることか ら宿泊のために
借 り上げた ものである。 (事 実証明書 13、 賃貸契約書)
これは、政務活動費充当の基本的な要件 を欠 くばか りでな く、添付 して いる事
務費 の証拠書類 か ら推認すると、浦和事務所 の電気代、ガス代、上下水道代の支
払状況 は他 の議員が事務所 として使用 した際の経費額 と比較すると、シャワー等
が使用された と思料されるガス代及び水道代が計上され、定例会等出席 には浦和
事務所 に宿泊 し、住所地秩父か らの距離で費用弁償 を詐取 して いると認め られ、
支払 った費用弁償 も全額返還 を求めるべ きである。(事 実証明書 14、 新井豪議員
年度別費用弁償 一覧 。議会事務局提供)
また、人件費の支出 において も勤務実態が認め られる文書 の添付 もな く、定額
で支出されて いる ことか ら、政務活動費充当の妥 当性がな く、支 払の証明がなさ
れ な い限 り、 平成 25年 度 か ら 28年 度 まで の 政務活 動 費 の 充 当額 で あ る
19, 257, 770円 全額 の返還請求を行 うべ きである。

これらの支出は法令や政務活動費条例に違反する違法な支 出であり、法第 24
2条 第 2項 の規定 は適用 されず複数年度の請求であっても監査請求の対象 になる。
以上により、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 を講ず ることを請求する。
事実証明書
1 録音記録 (反 訳添付)
2 小林議長の広報誌
3 議員名簿
4 鈴木議員が発行 した広報紙
5 政務事務所看板
6 議員名簿
7 仰岩崎工務店電話番号
8 岩崎 ファームホー ムペー ジ
9 岩崎宏後援会ホームペー ジ
10 議員名簿
11 政務活動費で発行 した広報誌 の写 し
12 新井豪議員 のホームペー ジの写 し
13 賃貸契約書
14 新井豪議員年度別費用弁償一覧 (議 会事務局提供)
15 政務活動費及び費用弁償返還請求一覧、議員別集計表
16 埼玉県議会政務活動費 監査請求証拠書類
(小 林哲也、鈴木弘、岩崎宏、新井豪①、新井豪②)

第2

監査委員 の除斥

本件請求 については、法第 199条 の 2の 規定 によ り、議員 の うちか ら選任 された
監査委員は監査手続きに加わ らなかった。
第3

第4
1

2
3

請求 の要件審査
本件請求 については、返還請求金額 の誤 りな ど内容 に不備があった ことか ら、平成
30年 4月 11日 に補正 を求 める通知 を発出 したところ、 同月 18日 に補正書が提出
された。
補正 によ り本件請求は法第 242条 第 1項 に規定する要件 を具備 して いるものと認
めた。法第 242条 第 2項 に規定する要件 については、監査 の中で判断する こととし
た。
なお、平成 30年 4月 11日 か ら 18日 までの 8日 間 は補正 に要 した 日数 として監
査期間 に含めず 、監査の期限 を同年 6月 4日 として監査 を行 った。

監査 の実施
監査対象事項
請求書及び事実証明書に基づき摘示 のあった支出について監査 の対象事項 とした。
監査対象機関
議会事務局

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 5月 14日 に証
拠の提出及び陳述 の機会 を設けた ところ、新たな証拠 の提出はな く、請求人か らの陳
述があった。
請求人 の陳述 の際、法第 242条 第 7項 の規定 に基づき、議会事務局職員が立ち会
った。
また、同日、議会事務局職員 の陳述 の聴取を行 った。そ の際、法第 242条 第 7項
の規定 に基づき、請求人が立ち会った。
(1)請 求人の陳述 の要旨
法第 100条 第 14項 の規定 に従 い、埼玉県は政務活動費条例 を定めた。
この条例第 2条 では 「会派又は会派の所属議員が県政 の課題若 しくは県民の意思
を把握 し、又は県民の意見等 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。
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政務活動費条例 は法 の趣旨か ら大きく逸脱 してお り、
上位法である法違反でもある。
埼玉県で は議員 には一人当た 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 費そ して広 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 は下
記 の とお りで あ る。
収入
政 務活 動 費

315, 000, 000円

円

１ 工 ｎＶ

円

父 ︶ う０

Ｑ υ ＾υ

支出
調査研 究 。政策立案活動費
調査研究費
12, 274,
グルー プ活動費 12, 969,
広報・ 広聴活動費
広聴費
7,
,145円
要請・ 陳情等活動費
,110円
広報費
99,
,639円
経常的経費
人件費
99, 832, 292円
事務所費
31, 157, 459円
事務費
28, 381, 902円
資料購入作成費
7, 888, 166円
交通費
30, 606, 501円
４

１

３

１

７

５

６
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小計

25,243,420円

小計

106,594,894円

小 計 197,
合 計 329,

866,
704,

320円
634円

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約 7.7%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 を聞き、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 も合計 131, 838, 314円 で約 40%に 過ぎな い。
残 り60%は 県民の 目か ら見て必要不可欠な ものと思えない。
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, 463, 000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。
ア 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名 ず つ年額 2, 592, 000
円を政務活動費か ら充当して いる。それぞれ月間 20日 間勤務となってお 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か 月で 0ポ
か ら 1ピ 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 の人件費も常時 3人 体制で 1, 889, 5.50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ピ か ら lrで あ り、臨時職員 の常駐 はなかった 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 も確認 し、基本料金は 2か 月で
20ぽ 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 に勤務 していな い臨時職員 に支払 った とした賃金を政務
活動費で充当 したことも虚偽であった ことがわかる。
小林は虚偽 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 いをして 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、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 は高裁で逆転判決が 出たが、現在最高裁 に上告の手
続きをとってお 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。
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 しか出て 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
、 27年 度 は
を 充 当 し 、 そ の 後 26年 度 に は 1, 976, 850円
2, 232, 720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 の支払いであり、毎
月同額程度 の支払 いになって 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
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