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○宮城県監査委員告示第３５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定による本住民監査請求

について，同条第４項の規定に基づき監査した結果（平成２８年１２月１２日付けで請求

人に通知）を次のとおり公表する。 

    平成２８年１２月２６日 

                          宮城県監査委員  工  藤  鏡  子 

                          宮城県監査委員  成  田  由 加 里 

第１ 請求のあった日  

      平成２８年１０月１２日 

第２  請求人 

      仙台市青葉区中央４－３－２８ 朝市ビル４階 

        仙台市民オンブズマン代表 原 田  憲 

第３ 措置請求の内容 

      できる限り措置請求書の原文に即して記載する。  

  １ 請求の趣旨 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２条第１項の規

定に基づき，自由民主党・県民会議，同会派所属の中山耕一議員，石川光次郎議員，

佐々木幸士議員，佐藤光樹議員，長谷川敦議員，中島源陽議員，平成２７年１０月ま

で同会派に所属していた皆川章太郎元議員に対して交付された政務活動費の支出につ

いて厳正なる監査を行い，違法不当な部分について，宮城県知事に対し，自由民主 

党・県民会議から宮城県に返還を求めるなど，宮城県の被った損害を補填するために

必要な措置をとるよう勧告することを請求する。 

２ 請求の理由 

（１）本件請求の概要 

 イ 自由民主党･県民会議が平成２５年３月から平成２８年２月までの間に，別紙一

覧表記載のとおり，ノートパソコン及び附属機器計１８台，デスクトップパソコ

ン及び附属機器等計３６台，ｉＰａｄ計１６台を総額１７９２万１５０６円で購

入し，この購入金額全額について政務活動費を充当したところ， 

①これらのノートパソコン，デスクトップパソコン，ｉＰａｄ等は，政務活動に

対する有用性が高く，政務活動に直接必要であると認められるものであるとはい

えないのであるから，宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例（平成 

１６年宮城県条例第３８号。以下「条例」という。）及び「政務活動費の手引」（以

下「手引き」という。）の事務費の充当指針に違反する。 

②仮に上記のパソコン等が政務活動に直接必要であると認められるものであった

としても，購入金額全額について政務活動費を充当することは手引きの按分の方

法に違反し，５０％を超える充当は許されない。 

また，平成２６年３月２０日に有限会社アクティブからパソコン・プリンタ周

辺機器他一式３３台分を合計１３１９万１２５５円で購入した件については，発

注から搬入に至るまで必要もないのに複数の業者が介在していることから，購入
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金額が不当に高く設定された疑いが大きい。少なくとも有限会社アクティブから

発注を受けた○○○○○○から有限会社アクティブに対する請求金額以上の金額

部分は不当に高く設定されたものであって，政務活動に直接必要である支出であ

るとは認められないことから，当該部分について政務活動費を充当することは許

されない。 

ロ さらに，仮に，自由民主党・県民会議が購入した上記のパソコン等が政務活動

に直接必要であると認められるものであったとすれば，少なくとも平成２６年３

月２０日以降は同会派所属議員は全員パソコン等を所有して１００％政務活動に

使用していたことになるのであるから，同会派所属議員は平成２６年３月２０日

以降政務活動のためにパソコン等を自ら購入等する必要はないことになる。そう

であるにもかかわらず，中山耕一議員，石川光次郎議員，佐々木幸士議員，佐藤

光樹議員，長谷川敦議員，中島源陽議員，皆川章太郎元議員は，パソコン等を購

入したりリースしたりしているのであるから，これらの議員は政務活動に直接必

要のないパソコン等を購入したりリースしたりしていたことになり，条例及び手

引きの事務費の充当指針に違反する。 

ハ 以上のとおり，自由民主党・県民会議，同会派所属の中山耕一議員，石川光次

郎議員,佐々木幸士議員,佐藤光樹議員,長谷川敦議員,中島源陽議員，平成２７年

１０月まで同会派に所属していた皆川章太郎元議員は違法かつ不当に政務活動費

を充当したというべきであり，これにより宮城県に生じた損害を填補すべく必要

な措置・勧告を求めるものである。 

（２）本件の事情 

   イ 当事者について 

（イ）請求人は，国及び地方公共同体等の不正，不当な行為を監視し，その是正を

求める活動等を行うことを目的とする権利能力なき社団である。 

（ロ）自由民主党・県民会議は，現在宮城県議会議員３２名が所属する宮城県議会

における会派である。なお，平成２７年１０月２５日に執行された宮城県議会

議員一般選挙前の宮城県議会議員の任期においては，宮城県議会議員３３名が

所属していた。 

   （ハ）中山耕一議員は，宮城県議会議員一般選挙黒川選挙区（大和町･富谷町・大郷

町・大衡村）において平成１５年に初当選し，以来現在まで４期連続で宮城県

議会議員を務め，平成２８年６月１５日より宮城県議会議長の役職にある者で

ある。中山耕一議員は，自由民主党・県民会議に所属し，平成２５年１１月に

自由民主党・県民会議の幹事長に就任していた。 

 石川光次郎議員，佐々木幸士議員，佐藤光樹議員，長谷川敦議員，中島源陽

議員は，３期ないし４期連続で宮城県議会議員を務め，自由民主党・県民会議

に所属している者である。 

 皆川章太郎元議員は４期連続で宮城県議会議員を務め，自由民主党・県民会

議に所属していたが，平成２７年１０月に実施された宮城県議会議員一般選挙

において落選した者である。 
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（ニ）有限会社アクティブは，中山耕一議員の選挙区内である宮城県黒川郡富谷町

あけの平二丁目２４番地７を本店所在地として，事務用機械器具の販売を手掛

ける会社である（資料１）。同社は上記のとおり平成２６年３月２０日に自由

民主覚・県民会議からパソコン・プリンタ周辺機器他一式３３台分を合計 

１３１９万１２５５円で受注したところ，そのままパソコン・プリンタ周辺機

器他一式３３台分を○○○○○○に対して発注したものである。 

ロ 自由民主党・県民会議，会派所属議員のパソコン環境 

（イ）宮城県議会では，宮城県議会議員各人に対し，ノートパソコンを１台ずつ貸

与されている。自由民主党・県民会議所属の宮城県議会議員も，この貸与され

たノートパソコンを議員活動及び政務活動に有効に活用しているとのことであ

る（資料３）。 

  （ロ）自由民主党・県民会議は，宮城県議会から貸与されたノートパソコン以外に

も，以下のとおりノートパソコン，デスクトップパソコン，ｉＰａｄ等を購入

してきた（詳細は別紙一覧表記載のとおり｡）。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって，自由民主党・県民会議は，現在，少なくともノートパソコン 

１８台，デスクトップパソコン３６台，ｉＰａｄ１６台を所持していることに

なる。 

 なお，購入時期が年度末に偏っていることに注意が必要である。 

   （ハ）仙台市民オンブズマンが自由民主党・県民会議所属の宮城県議会議員の政務

活動費の充当状況のうち,近時の事務費の充当状況を調査したところ，同会派所

属議員は，以下のとおり政務調査費ないし政務活動費からパソコンを購入ない

しリースしていた（あくまで事務費の調査から判明したものであり，他の名目

で充当された場合については未調査である｡）。 

      

議員 年月日 支払額 摘要 
按分

率 

石川利一 H23.12.24 ８万 9040 円 パソコン代 50％ 

年月日 金額 支払先 主な購入品 按分率 

H25.3.14 264 万 4431 円 

ニシマキ・オ

フィスシステ

ム㈱ 

東芝製ノートパソコン １８台 

(Dynabook Setellit B552/H 

PB552HEBPR7A31) 

100％ 

H25.3.19 77 万 8050 円 
松本事務器株

式会社 

ＮＥＣパソコン １台 

 (PC-MK33LLZ2JFSF) 
100％ 

H25.3.28 92 万 6800 円 
ヨドバシカメ

ラ仙台店 
iPad 16 台  

H26.3.20 1319 万 1255 円 
有限会社アク

ティブ 

富士通製ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟＰＣ ３３台 

(ESPRIMO Core-i5 FMVD0702TP） 
100％ 

H28.2.29 38 万 0970 円 ㈱システムズ デスクトッﾌﾟパソコン ２台 100％ 
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佐々木幸士 

H23.12～ 

H26.8 まで 

毎月 

毎月１万 4227 円 パソコンリース代 50％ 

H26.9.3 ２万 2140 円 パソコンリース代 50％ 

H26.10.3～

H27.11.4 まで 

毎月 

毎月１万 1070 円 パソコンリース代 50％ 

村上智行 
H24.1.18 ７万 2276 円 パソコン代 50％ 

H25.1.9 ７万 0490 円 パソコン代 50％ 

髙橋伸二 H23.12.29 ６万 7906 円 パソコン代 50％ 

菊地恵一 H23.12.11 ２万 9900 円 パソコン代 50％ 

石川光次郎 

H23.12～

H26.2.3 まで 

毎月 

毎月１万 3125 円 パソコンリース代 50％ 

H26.4.3 ２万 5515 円 パソコンリース代 50％ 

H26.5～ 

H27.11 まで 

毎月 

毎月１万 2757 円 パソコンリース代 50％ 

佐藤光樹 

H23.11.29 ３万 4835 円 iPad 50％ 

H23.12.18 ７万 0500 円 パソコン代 50％ 

H24.12.1 8,400 円 iPad ミニ 50％ 

H26.7.16 ４万 3657 円 パソコン代 1/3 

長谷川敦 

H25.3.22 ４万 9875 円 ノートパソコン代 50％ 

H25.10.21 ５万 4000 円 タブレットパソコン代 50％ 

H26.7.4 14 万 0000 円 ノートパソコン代 
100

％ 

H27.3.18 ３万 8520 円 パソコン・プリンタ 
8/48 

8/60 

中沢幸男 H24.7.3 ４万 9800 円 パソコン・筆まめソフト代 50％ 

中島源陽 H26.5.24 ７万 5000 円 
パソコン，事務機，インタ

ーネット環境等の管理代 
50％ 

皆川章太郎 

(元職) 

H23.12.19 １万 5225 円 
パソコン・プリンタリース

代 

100

％ 

H24.1.18 7875 円 パソコンリース代 50％ 

H24.2～ 

H26.3 まで 

毎月 

7612 円 パソコンリース代 50％ 

H26.4～ 

H27.10 まで 

毎月 

7687 円 パソコンリース代 50％ 
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寺澤正志 

(元職) 
H24.11.12 ５万 3130 円 

パソコン２台分 

事務所用・本人用 
50％ 

川嶋保美 

(元職) 
H26.2.5 ３万 4900 円 ノートパソコン代 50％ 

   なお，中山耕一議員の近時のパソコンの購入状況は以下のとおりとなってい

る。 

      

 

 

 

 

 

 

    

  以上のように，自由民主党・県民会議所属の宮城県議会議員の事務費の充当

状況を調査した限り，同会派所属議員のうち少なくとも１４名が政務調査費な

いし政務活動費によってパソコンを購入していた。 

 注意を要するのは，その他の議員がパソコンを所持していなかったというわ

けではないということである。事務費以外の名目でパソコンを購入していた可

能性があるし，個人的にパソコンを所持しており政務調査費ないし政務活動費

でパソコンを購入する必要がなかった可能性もある。 

（３）必要な措置を講ずべきこと 

 イ 政務活動費の使用用途に関する規制の概要 

（イ）宮城県議会の各会派又は会派に所属しない議員に対して交付される政務活動

費は，法第２３２条の２に定める補助金であり，法第１００条第１４項及び第

１６項,条例,宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例施行規程（平

成１６年宮城県議会訓令甲第３号。以下「条例施行規程」という。）に基づき,

公益上必要がある場合にのみ支出がなされるべきものである。 

 宮城県では，会派に所属する議員一人当たり月額３５万円の政務活動費が各

会派に一律に支出され，政務活動費総額から必要経費を控除して得た額に残余

がある場合には，各会派は速やかに当該残余の額に相当する額を返還しなけれ

ばならないとされている（条例第１６条）。そして各会派は政務活動費の適正な

使用を確保するために，政務活動費の使用について当該各会派に所属する議員

を指導監督することが求められている（条例第１１条）。 

 政務活動費は「会派及び議員が実施する調査研究，研修，広聴広報，要請陳

情，住民相談，各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し，県政

に反映させる活動その他の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交付する」と定められており（条例第２

条），今回問題となっている事務費については「会派又は議員が行う政務活動に

係る事務の遂行に要する経費」と定められている（条例別表）。 

議員 年月日 支払額 摘要 按分率 

中山耕一 

H21.9.28 ４万 6400 円 パソコン代 50％ 

H22.6.7 ５万 4900 円 デスクトッﾌﾟパソコン代 50％ 

H23.2.13 ４万 2390 円 ノートパソコン代 50％ 

H28.4.11 ６万 5000 円 
富士通製パソコン 

ESPRIMO FMVF53XDB 
50％ 
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（ロ）そして宮城県議会が平成２５年３月に定めた手引きによれば，事務費の充当

指針について「政務活動費は，原則的には政務活動に要する費用に充当するも

のであり，政務活動を行うための環境整備にまで充当することは適当でない。

このことから，備品や消耗品の購入に政務活動費を充当する場合には，政務活

動に対する有用性が高く，政務活動に直接必要であると認められるものに限定

すべき」と定められている。 

ロ 自由民主党・県民会議は違法かつ不当に政務活動費を充当したこと 

（イ）政務活動に直接必要のないパソコン等を購入したこと 

 仙台市民オンブズマンが平成２８年９月１日付で，自由民主党・県民会議及

び中山耕一議員に対し，自由民主党・県民会議が平成２６年３月２０日に有限

会社アクティブからパソコン･プリンタ周辺機器他一式３３台分を合計 

１３１９万１２５５円で購入した理由等を質問したところ（資料２），自由民主

党・県民会議は平成２８年９月２３日付で仙台市民オンブズマンに回答書を示

し,会派所属議員が県議会控室以外の拠点で質問原稿等の文書作成，議会報告書

等の作成，調査等の記録及び報告書の作成，調査等の写真の整理，議会報告会

用の資料作成，インターネットによる情報収集，メールの送受信を行うために

パソコンを購入し，会派所属議員に貸与した旨回答した（資料３）。 

 自由民主党・県民会議が平成２５年３月１４日に購入したノートパソコン 

１８台等，同年３月１９日に購入したデスクトップパソコン１台等，同年３月

２８日に購入したｉＰａｄ計１６台，平成２８年２月２９日に購入したデスク

トップパソコン２台についても，上記と同様の使用目的で購入されたものと考

えられる。 

 しかし以下に述べるように，自由民主党・県民会議が平成２５年３月から平

成２８年２月までの間に購入したパソコン等については，会派所属議員が県議

会控室以外の拠点で質問原稿等の文言作成，議会報告書等の作成，調査等の記

録及び報告書の作成，調査等の写真の整理，議会報告会用の資料作成，インタ

ーネットによる情報収集，メールの送受信を行うためにパソコンを購入し，会

派所属議員に貸与したとは考えられず，自由民主党・県民会議の説明は信用で

きない。そうすると，これらのパソコン等については政務活動に対する有用性

が高く，政務活動に直接必要であるとは言えないのであるから，これらの購入

費用に政務活動資を充当することは，条例及び手引きの事務費の充当指針に違

反するのであるから，違法かつ不当であるというべきである。 

Ａ パソコン等を購入するかどうかは会派所属議員個人の判断に委ねられてい

るはずであること 

 上記第２の２でまとめたように，自由民主党・県民会議所属議員は，それ

ぞれの判断で，パソコンやｉＰａｄを購入したり，パソコンをリースしたり

して，これらの費用を事務費として政務活動費を５０％按分して充当してい

る。この事実が示すことは次の点である。 

①会派所属議員は，政務活動にパソコン等が必要となるのであれば，自分の



 - 7 - 

判断でパソコン等を購入したりリースしたりしていた。 

②パソコン等の購入費用，リース費用について５０％按分して政務活動費を 

 充当していることからすると，政務活動のためにパソコン等が必要である 

 と考えた会派所属議員ですら，購入したりリースしたりしたパソコン等を 

１００％政務活動に用いるのではなく，後援会活動や政党活動もしくは純

粋に私的な目的でパソコン等を使用することがあった。要するに会派所属

議員が自分の判断で購入したりリースしたりしたパソコン等においてすら

５０％を超えて政務活動に用いることはないことを自認していた。 

③会派所属議員は政務活動にパソコン等が必要となるのであれば，自分の判

断でパソコン等を購入したりリースしたりしていたことを裏返せば，自分

の判断でパソコン等を購入したりリースしたりしていなかった会派所属議

員は，政務活動のためにパソコン等を購入したりリースしたりする必要が

なかったということである。その理由としては，個人的にパソコンを所有

していてそのパソコンを政務活動にも用いることがあったか，会派控室以

外でパソコン等を用いる必要がなかったことが考えられる。 

 この①②③の点からすれば，政務活動のためにパソコン等が必要かどうか

は会派所属議員の対応に委ねられているのであるし，すでに所有していたパ

ソコンですら１００％政務活動のために用いていたわけではないのであるか

ら，自由民主党・県民会議が会派所属議員のためにパソコン等をまとめて購

入して貸与する理由はないことになる。したがって，自由民主党・県民会議

が平成２５年３月から平成２８年２月までの間に購入したパソコン等は政務

活動に直接必要であるとは言えない。 

Ｂ 一部の会派所属議員については供給過剰となっていること 

 上記第２の２でまとめたことからすると，自由民主党・県民会議がパソコン

等を大量購入した時点で，中山耕一議員，佐藤光樹議員はすでに少なくとも３

台パソコン等を所有していたし，長谷川敦議員，村上智行議員，寺澤正志議員

（元職）も２台パソコンを所有していた。 

 自由民主党・県民会議は，パソコン等の利用目的として，質問原稿等の文書

作成，議会報告書等の作成，調査等の記録及び報告書の作成，調査等の写真の

整理,議会報告会用の資料作成,インターネットによる情報収集，メールの送受

信等を挙げているが，これらはパソコン 1 台あれば十分に目的を達することが

できるはずである。したがって，少なくとも上記に指摘した議員については，

会派がパソコン等を貸与するとなると，明らかに供給過剰となる。 

 そうすると，少なくともこれらの会派所属議員について，自由民主党・県民

会議がパソコン等を購入して貸与する必要はないはずであるから，自由民主 

党・県民会議の説明は信用できないものとなる。そうすると，理由を説明でき

ない物を買ったことになるのであるから，自由民主党・県民会議が平成２５年

３月から平成２８年２月までの間に購入したパソコン等は政務活動に直接必要

であるとは言えない。 
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Ｃ 小括 

 以上述べたとおり，パソコン等を購入するかどうかは会派所属議員個人の判

断に委ねられているはずであるから，自由民主党・県民会議が会派所属議員の

ためにパソコン等をまとめて購入して貸与する理由はないのであるし，一部の

会派所属議員については供給過剰となっていることからすると，自由民主党・

県民会議がパソコン等を購入して会派所属議員に対して貸与する必要はないは

ずである。 

 そして，パソコン等の購入時期が年度末に偏っていることからすると，年度

末に余った政務活動費を使い切るためにパソコン等の購入に及んだと考えるほ

かない。 

 したがって，自由民主党・県民会議が購入したパソコン等は政務活動に直接

必要であるとは言えない。 

（ロ）少なくとも１００％充当することは許されないこと 

 仮に自由民主党・県民会議の説明が信用できるものであるとしても，以下に述

べるとおり，購入金額について１００％政務活動費が充当されるのは違法かつ不

当である。 

Ａ 自宅もしくは事務所で使用されているパソコン等は５０％に按分されるべき

であること 

 手引きは，按分の支出のあり方について，「会派又は議員の活動は，議会活動，

政党活動，選挙活動等と多彩であり，一つの活動が政務活動と他の活動の両面

を有し，渾然一体となっていることが多い。このことから，活動に要した費用

の全額に政務活動費を充当することが，不適当な場合には，使用面積や活動実

績などの合理的な方法によって按分処理し，その積算根拠を明確にしておく必

要がある｡」と定め，「按分割合が明確にできない場合は，２分の１以下で按分

する。（２分の１を超える充当には合理的な理由を明記）」としている。 

 上記第２の２でまとめた各会派所属議員が，パソコン等の購入代金ないしリ

ース料について５０％按分して政務活動費を充当しているのは，県議会控室以

外の場所，例えば事務所等で用いるパソコン等については，按分割合が明確に

できない場合であるから５０％に按分していると考えられる。 

 そうすると，自由民主党・県民会議が平成２５年３月から平成２８年２月ま

での間に購入したパソコン等については，各会派所属議員が県議会控室以外の

拠点，例えば事務所・自宅等で用いられるのであるから，会派所属議員が個人

の判断で購入したパソコン等と同様，按分割合を明確にすることはできないと

考えるのが合理的である。 

 したがって，自由民主党・県民会議が平成２５年３月から平成２８年２月ま

での間に購入したパソコン等の購入代金について政務活動費を充当できるのは，

５０％が上限であるというべきである。よって，５０％を超えて充当した部分

は違法かつ不当であるというべきである。 

Ｂ 購入金額の水増し分について充当することは許されないこと 
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 自由民主党・県民会議が平成２６年３月２０日に有限会社アクティブからパ

ソコン・プリンタ周辺機器他一式３３台分を合計１３１９万１２５５円で購入

した件について，自由民主党・県民会議は，有限会社アクティブから購入した

理由は相見積をとった結果であること，値引き交渉について承知していないこ

とを回答している（資料２）。 

 有限会社アクティブの請求書記載のパソコン・プリンタ周辺機器他一式の価

格は,少なくともインターネット上の価格調査（価格ドットコム）によって判明

した価格以上であって，値引きをされているものではない。 

 また有限会社アクティブはパソコン等の卸売をしている業者ではなく，パソ

コン等を○○○○○○に発注し，さらに○○○○○○から○○○○○○○○○

に発注がなされ，各議員の事務所，自宅等にパソコン等が搬入された。このよ

うに発注から搬入に至るまで必要もないのに複数の業者が介在していた。 

 一般的な取引慣習からすれば，多数のパソコン等が発注されれば，適宜値引

きがされるのがふつうである。そうであるにもかかわらず値引きは一切なされ

ていないこと，そして発注から搬入に至るまで必要もないのに複数の業者が介

在していることから，介在した業者が利益を得られるように購入金額が不当に

高く設定された疑いが大きいというべきである。とりわけ有限会社アクティブ

が当時自由民主党・県民会議の幹事長であった中山耕一議員の選挙区内に所在

していることからすると，中山耕一議員が幹事長としての影響力を行使して，

購入金額を有限会社アクティブの言い値で高く設定した疑いがある。 

 そうすると，自由民主党・県民会議が平成２６年３月２０日に購入したパソ

コンについて有限会社アクティブに対し支払った金額のうち，少なくとも○○

○○○○が有限会社アクティブに請求した金額以上の金額部分は，政務活動に

直接必要な支出であるとはいえないのであるから，違法かつ不当であるという

べきである。 

 （ハ）小括 

以上のとおり，自由民主党・県民会議が購入したパソコン等は政務活動に直接

必要であるとは言えないのであるから，購入代金について充当した政務活動費全

額が違法かつ不当である。 

 また，仮に自由民主党・県民会議の購入理由についての説明が信用できるもの

であるとして，購入代金について充当した政務活動費のうち５０％を超える部分

は違法かつ不当である。さらに，自由民主党・県民会議が平成２６年３月２０日

に購入したパソコン等の購入代金については，少なくとも○○○○○○が有限会

社アクティブに請求した金額以上の金額部分は違法かつ不当である。 

ハ 同会派所属議員が平成２６年３月２０日以降にパソコン等を購入したり，リース

したりすることは許されないこと 

 仮に自由民主党・県民会議が，平成２６年３月２０日に有限会社アクティブから

パソコン・プリンタ周辺機器他一式３３台分を合計１３１９万１２５５円で購入し

た件について，会派所属議員が県議会控室以外の拠点で政務活動を行えるようにす
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るため会派所属議員に貸与したとの説明が信用できるものであると判断された場合

には，同会派所属議員は平成２６年３月２０日以降政務活動のためにパソコン等を

自ら購入等する直接の必要はないことになる。 

 そうであるにもかかわらず，上記第２の２でまとめたように平成２６年３月２０

日以降，中山耕一議員は１台，佐藤光樹議員は１台，長谷川敦議員は２台，中島源

陽議員は１台，それぞれパソコンを購入しており，石川光次郎議員，佐々木幸士議

員，皆川章太郎元議員はパソコン等のリースを続けていたのであるから，これらの

議員は政務活動に直接必要のないパソコン等を購入したりリースしたりしていたこ

とになる。 

 したがって，中山耕一議員，石川光次郎議員，佐々木幸士議員，佐藤光樹議員，

長谷川敦議員，中島源陽議員，皆川章太郎元議員がパソコン等を購入したりリース

したりしていたことに費やした費用について政務活動費を充当することは条例及び

手引きの事務費の充当指針に違反する。 

（４）結語 

   以上述べてきたように，本件の一番のポイントは，自由民主党・県民会議が必要も

ないパソコン等を大量に購入したことにある。この点については，自由民主党・県民

会議の政務活動費の無駄遣い体質を象徴するものとして厳しく非難されるべきであ

る。また，パソコン等の大量購入時期が年度末にあたることからすると，年度末に余

った政務活動費を使い切ろうという体質も窺われ，この点も厳しく非難されるべきで

ある。 

   政務活動費の領収証等のネット公開制度が開始される前に政務活動費の無駄遣い体

質，使い切り体質を改めなければ，政務活動費制度に対する県民の信頼は大いに揺ら

ぐことになる。今回の監査請求事件は，政務活動費の無駄遣い体質，使い切り体質を

改める重要な意義を有するのであるから，自由民主党県民会議から各会派所属議員に

貸与されているというパソコン等の外観を写真撮影して提出させたり，パソコンのデ

スクトップ画面，ウェブブラウザの閲覧履歴･お気に入り,Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ等の

利用履歴などを，パソコン画面に表示させて写真撮影させて提出させたりするなど客

観的証拠（資料４）を中心に調査を行い，適切に事実認定することを求める。 

   そして単に自由民主党･県民会議に政務活動費の返還を求めるだけでなく，政務活動

費の無駄遣い,使い切りを意図的に行ったという事案の悪質さに鑑みて自由民主党･県

民会議に対して政務活動費の充当時からの利息の支払いも求めるべきである。 

   さらに政務活動費の無駄遣い・使い切り体質の原因を解明し，政務活動費の無駄遣

い･使い切りの問題を解決するための抜本的な対策を検討することを求める。 

３ 添付資料 

（１）事実証明書  １通 （別紙１ 措置請求書の別紙一覧表） 

（２）各資料 各１通 

資料１ 有限会社アクティブの履歴事項 

資料２ 自由民主党・県民会議の平成２８年９月２３日付回答書 

資料３ 仙台市民オンブズマンによる平成２８年９月１日付質問書 
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資料４ 調査方法についてまとめたペーパー 

第４ 監査委員の辞退及び請求の受理等 

  １ 齋藤正美監査委員及び坂下賢監査委員については，本件監査を辞退したい旨の申出

があり，両監査委員は，本件監査に携わっていない。 

  ２ 議会の会派又は無会派議員に交付された政務活動費は，知事の管理を離れ，公金に

該当しないことから，会派又は無会派議員による政務活動費の支出は，法第２４２条

第１項の「公金の支出」に該当しない。したがって，本件請求は，会派の政務活動費

の支出又は会派を経由した所属議員の政務活動費の支出に違法なものがあり，知事は，

会派又は所属議員に対する不当利得返還請求権が発生しているにもかかわらず，これ

を行使しないという「違法又は不当に財産の管理を怠る事実」があり，これについて

監査及び措置を請求しているものとして，次の３に記載するものを除き，受理するこ

ととした。 

  ３ 請求人は，監査委員に「政務活動費の無駄遣い・使い切り体質の原因を解明し，政

務活動費の無駄遣い・使い切りの問題を解決するための抜本的な対策を検討すること

を求める」としているが，法第２４２条第１項に規定する住民監査請求は，財務会計

行為に係るものに限定されるものである。 

      以上のことから，制度全般に係る措置の請求は，不適法なものであるから，これを

却下する。 

第５ 監査の実施 

 １ 監査の対象事項 

      請求人が摘示している，平成２５年３月から平成２８年２月までの政務活動費に係

る自由民主党・県民会議の支出及び自由民主党・県民会議を経由した所属議員の政務

活動費の支出が，条例，条例施行規程及び手引きで定める政務活動費を充てることが

できる範囲（以下「使途基準」という。）に違反しており，知事に不当利得返還請求

権が発生しているがこれを行使しないという「違法又は不当に財産の管理を怠る事実」

が存するか否かについて監査を行うこととし，その対象は次のとおりとした。 

 （１）自由民主党・県民会議が，平成２５年３月から平成２８年２月まで，パソコン等

の購入に対し，総額１７，９２１，５０６円を支払い，この全額について政務活動

費を充当したこと。（以下「監査対象事項１」という。） 

（２）同会派所属の中山耕一議員，石川光次郎議員，佐々木幸士議員，佐藤光樹議員，

長谷川敦議員，中島源陽議員，皆川章太郎元議員が，平成２６年３月２０日以降に，

パソコン等を購入し，又はリースしたことについて政務活動費を充当したこと。（以

下「監査対象事項２」という。） 

（３）知事に返還請求権が発生しているとした場合の利息の取扱い（以下「監査対象事

項３」という。） 

 ２ 監査対象箇所等 

      知事の補助執行者として平成２４年度以降の政務活動費の会派等への交付の事務を

行った議会事務局を監査対象箇所とした。 

      また，政務活動費に係る収支報告書及び証拠書類の写し等の調査を行うとともに，

自由民主党・県民会議会長，中山耕一議員，石川光次郎議員，佐々木幸士議員，佐藤
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光樹議員，長谷川敦議員，中島源陽議員，皆川章太郎元議員を，法第１９９条第８項

の規定による関係人として調査を実施した。 

  ３ 請求人による証拠の提出・陳述，補充書面の提出 

      法第２４２条第６項の規定に基づき平成２８年１１月２日に実施した請求人による

証拠の提出及び陳述において，証拠（意見陳述書等）の追加提出があり，措置請求書

を補足する陳述が行われた。できる限り提出された原文に即して記載する。 

 （１）意見陳述書 

 本件の住民監査請求事件における監査について，請求人が補充しておきたい主張

は，いかなる判断基準に基づいて自由民主党・県民会議，同会派所属の中山耕一議

員，石川光次郎議員，佐々木幸士議員，佐藤光樹議員，長谷川敦議員，中島源陽議

員，皆川章太郎元議員の政務活動費の支出の違法性・不当性を判断するか，監査に

当たって具体的にどのような調査をすべきかについてである。 

イ 判断基準について 

（イ）宮城県議会議員には政務活動費の使途について厳しい説明責任が課せられて

いること 

Ａ 条例（以下「本件条例」という｡）では，第１３条第１項において年度末に

おける収支報告書の提出義務を定め，第７項において収支報告書の提出にあ

たっては，政務調査ないし政務活動の主な実績を記載した実績報告書,当該収

支報告書に記載された政務活動費による支出に係る領収書その他の証拠書類

の写しを添付する義務があることを定め，第８項において領収書その他の証

拠書類を取得することが困難な場合にあっては，支払証明書を提出すること

を求めている。 

そして条例施行規程第６条において，収支報告書の様式，実績報告書の様

式，証拠書類の写しの添付の様式が定められているところ，これらの様式に

よれば，支出報告書を提出する際には，個々の政務活動費の支出について政

務活動の内容を具体的に記載することが求められているといえる。 

また，条例第１５条では，議長は条例第１３条第１項に基づいて提出され

た収支報告書等の写しを知事に送付するものとされており，政務活動費の支

出内容を執行機関にも通知することとしている。 

さらに宮城県議会では,議会全会派の了解のもと手引きを定めて政務活動

費の使途基準の解釈基準を詳細に定めているところである。 

Ｂ 以上のように，条例等においては，政務活動費の支出の内容について具体

的に記載した書面，資料を議長に提出することになっているし，執行機関に

も政務活動費の支出について通知することになっているのである。このよう

な政務活動費に関する条例等の定め方からすれば，宮城県においては，政務

活動費の使途の透明性を重視する立場から，会派ないし各議員に政務活動費

の使途について厳しい説明責任を負わせ,それにより政務活動費の支出の適

正を図るものとされていると考えるべきである。 

（ロ）判例・裁判例について 
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Ａ 名古屋高等裁判所平成２０年４月２４日判決は，「政務調査費が，市政に

関する調査研究に資するため必要な経費とは認められないような目的外の使

用に供された場合には，市の公金の損失において，会派が利得を得ているこ

とになるから，市長は，不当利得返還請求権に基づき，会派に対して当該支

出相当額の返還を命ずることができると解される。そして，このような場合

には,不当利得返還を請求する者にその主張立証責任があることは，当然であ

るが，会派による政務調査費の使用が，その本来の使途及び目的に違反して

いることを推認させる一般的，外形的な事実を不当利得返還を請求する者に

おいて立証した場合には，これを争う者において，その推認を妨げるべく，

本来の使途及び目的に沿って使用したことを明らかにする必要があり，その

反証に成功しなければ，不当利得返還請求が成立することになると解され

る｡」と判示しているところである。 

 また，仙台高等裁判所平成２０年１１月１１日判決は，「政務調査費の支

出の使途基準不適合を理由とする不当利得返還請求訴訟においてこれをみる

に，交付された政務調査費の具体的使途を特定して主張立証し，それが使途

基準に逸脱することを明らかにするまでの必要はなく，使途基準に合致した

政務調査費の支出がなされなかったことを推認させる一般的，外形的な事実

（…）の存在が立証された場合において，各会派がこれに適切な反証を行わ

ないときは，当該政務調査費の支出は使途基準に合致しない違法な支出であ

ると推定されるというべきである」と判示している。 

Ｂ そして，最高裁判所平成２２年３月２３日判決・裁判集民２３３号２７９

頁は,議員らが交付を受けた政務調査費から物品を購入するためにした支出

につき,その支出が調査研究のための必要性に欠けるものであったことをう

かがわせる上告人主張の事実の存否等について十分に審理することなく，単

に上記物品の品名を認定するなどしただけで直ちに上記支出が上記使途基準

に反するものとはいえないとした原審の判断に違法があると判示したもので

あるところ，この判例については,使途基準に合致した政務調査費の支出がさ

れなかったことを推認させる一般的,外形的な事実の存在が主張立証された

場合において,議員側がこれに適切な反証を行わないときは,当該政務活動費

の支出は使途基準に合致しない違法な支出であると判断する考え方に依って

いると評価されているところである(同判決の判例タイムズ解説，資料１)。 

（ハ）政務活動費不正支出問題が多発していること 

 全国の地方議会において政務活動費については不正な支出が問題となってい

ることはいまや公知の事実である。全国市民オンブズマン連絡会議が政務活動

費の返還を命じた裁判例や住民監査請求での返還勧告が出された近時の例は別

紙のとおりとなっており，極めて多数の政務活動費の支出が違法ないし不当で

あると判断されている。また連日のように政務活動費の不正支出に関するマス

コミ報道がなされているところである。 

 このような状況からすれば，政務活動費の支出について県民・市民は大きな
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関心を持っており，議員の政務活動費の支出が合理的なものなのかどうか厳格

に審査することを監査委員に期待しているというべきである。 

 したがって,政務活動費の支出に係る個別の事実から政務活動と県政との関

連性を慎重に検計すべきである。 

（ニ）小括 

 以上のように条例の規定ぶり，判例・裁判例の状況，社会通念の状況からす

れば,政務活動費の支出に係る個別の事実から政務活動と県政との関連性を慎

重に検討すべきであり，使途基準に合致した政務活動費の支出がされなかった

ことを推認させる一般的，外形的な事実が認められる場合，会派・議員側が適

切な反証を行わないときは，当該政務活動費の支出は使途基準に合致しない違

法な支出であると判断すべきである。 

ロ 按分割合が不明である場合について 

(イ）以上のように会派･議員側において適切な反証がなされず支出された政務活

動費全額が違法となる場合は別論として,会派･議員側の反証によっても，当該

政務活動費の支出については政務活動に利用される側面とそれ以外の活動に

利用される側面とが混合しており，それらの割合が不明である場合もあり得る

ところである。 

 この場合も上記の考え方に基づいて，一般的，外形的事実から政務活動以外

の活動にも利用されていることが推認される経費については，会派・議員側に

おいて政務活動に利用される割合とそれ以外の活動に利用される割合を適切に

立証されない場合には，条例施行規程第７条第２項本文が「政務活動費に係る

経費と政務活動費以外の経費を明確に区分しがたい場合には,条例第１３条第

３項の規定により，従事割合その他の合理的な方法により按分した額を支出額

とすることができるものとし，当該方法により按分することが困難である場合

には当該経費に２分の１を超えない範囲の按分率を乗じて得た額を支出額とす

ることができるものとする｡」と定めた趣旨に従い，当該経費の２分の１を超え

て政務活動費から支出することは許されないと判断するべきである。 

（ロ）裁判例 

 仙台高等裁判所平成２８年６月２２日判決は，「会派が行う活動は，調査研

究活動のみにとどまるものではなく，議員が行う活動も，調査研究活動以外に

も政党活動，後援会活動等と広範かつ多岐にわたることが認められる」ことを

前提に「会派や議員が使用する会派控室，事務所，事務用品等につき，調査研

究活動のための利用とそれ以外の活動のための利用とが事実上混在する」場合

について，「一般的，外形的事実から調査研究活動以外の活動にも利用されて

いることが推認される経費については，各会派において調査研究活動に利用さ

れる割合とそれ以外の活動に利用される割合を従事割合その他合理的な方法に

より算定することができる場合には，当該割合で按分した額を政務調査費から

支出することが許されるが，これができない場合には，当該経費の２分の１を

超えて政務調査費から支出することは許されないというべきである」としたう
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えで，｢按分割合について説明を求められた場合には，その算定方法について，

従事割合によって算定したことなどの方法に加えて，当該方法によって当該按

分割合が算定されたことの合理性を基礎づけるに足りる程度の具体的な根拠を

明らかにし得ることを要し，また，当該根拠について，その存在を疑うに足り

る疑義が提起された場合には，これを否定するための相応の立証も要する｣と判

示しているところである。 

（ハ）小括 

 よって，会派・議員側において適切な反証がなされず支出された政務活動費

全額が違法となる場合は別論として，会派・議員側の反証によっても，当該政

務活動費の支出については政務活動に利用される側面とそれ以外の活動に利用

される側面とが混合しており，それらの割合が不明である場合には，一般的,

外形的事実から政務調査活動以外の活動にも利用されていることが推認される

経費については，会派・議員側において政務活動に利用される割合とそれ以外

の活動に利用される割合を適切に立証されないのであれば,当該経費の２分の

１を超えて政務活動費から支出することは許されないと考えるべきである。 

ハ 本件において行うべき調査の内容について 

（イ）自由民主党・県民会議の説明は信用できないこと 

Ａ 「ＮＥＷＳ２３」の取材に対する元議員２名の証言 

ａ ＴＢＳテレビの報道番組「ＮＥＷＳ２３」の本年９月２６日の番組では，

以下の事柄が報道されていた（以下「本件ニュース番組」という。資料２）。 

    ①自由民主党・県民会議所属議員がテレビ取材に対して，平成２６年３月

２０日に有限会社アクティブからデスクトップパソコン・プリンタ等一

式３３台を購入することについては，事前に会派執行部から説明を受け

たことはなく，当時開催された会派総会で突如決定されたと証言したこ

と。 

    ②自由民主党・県民会議に所属していた元議員２名が，仙台市民オンブズ

マンが９月１日にパソコンの用途等について自由民主党・県民会議に公

開質問をしたあと，テレビ取材に対して，平成２６年３月２０日に有限

会社アクティブから購入したデスクトップパソコン・プリンタ等一式３

３台の用途について以下のように証言したこと。 

・元議員１名は，会派から渡されたデスクトップパソコン・プリンタ等

について，捨てたこと。 

     ・元議員１名は，会派から渡されたデスクトップパソコン・プリンタ等

について，現在も使用していること。 

     以上のように，本件ニュース番組の報道内容から，自由民主党・県民会

議が有限会社アクティブからデスクトップパソコン･プリンタ等一式３３

台を購入するにあたって，自由民主党・県民会議所属の各議員がデスクト

ップパソコン･プリンタ等を必要としているのかどうかニーズを確認する

ことなく，購入することが決定されたことが明らかとなっている。また，
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デスクトップパソコン・プリンタ等一式３３台のうち，捨てられたものも

あるし,現在も元議員が使用しているものもあることが明らかとなってい

る。 

      ｂ なお,元議員２名は上記②の証言は以下に述べるとおり信用できるもの

である。 

        まず，仙台市民オンブズマンが公開質問をした直後の時点では，自由民

主党・県民会議が仙台市民オンブズマンにどのように回答するのか決まっ

ていなかった。そのため，仙台市民オンブズマンが公開質問をした直後の

時点では，自由民主党・県民会議の執行部から，各所属議員ないし元所属

議員に対し，マスコミ取材に対してどのような対応をするのか，まだお触

書が回っていなかったと考えられる。自由民主党・県民会議の執行部とし

ては当面各所属議員に対する指導に意識が集中していて，元議員に対する

指示については後手に回っていたものとも考えられる。したがって，元議

員２名は，仙台市民オンブズマンが公開質問をした直後の時点では，自由

民主党・県民会議執行部の束縛を受けずに，自分の記憶に基づいて真実を

証言する環境にあった。 

 また，元議員２名の証言内容は，自由民主党・県民会議が政務活動費で

購入して各議員に渡したデスクトップパソコン・プリンタ等を廃棄等した

というものであって，自由民主党・県民会議にとって不利な内容となって

いる。一般に自らが所属していた会派に気を遣って会派に不利な内容を進

んで証言することは考えられないにもかかわらず，元議員らがこのように

不利な内容を証言していることからすると，元議員らは会派に気を遣わず，

特段作為的に証言をしようという意識もなく，自分の記憶に基づいて証言

しようとしたものであると考えるべきである。 

 さらに，デスクトップパソコン・プリンタ等を廃棄したり，退職後も使

用したりしていることは，自分の行動に関する事柄であるから，記憶間違

いの起きようもない事柄である。また元議員らは最近まで県議会議員を務

めて，細かなデータを頭に入れながら県政課題を論じていた者であるから，

記憶力等も優れているはずである。したがって，元議員らが記憶間違いを

して②のような証言に及んだとも考えられない。 

 したがって，元議員らの②の証言は信用できるというべきである。 

Ｂ 自由民主党・県民会議の説明は信用できないこと 

ａ これに対して，自由民主党・県民会議は，仙台市民オンブズマンの公開

質問に対する本年９月２３日付回答書において，平成２６年３月２０日に

有限会社アクティブから購入したデスクトップパソコン・プリンタ等一式

３３台については，会派所属議員が県議会控室以外の拠点で質問原稿等の

文書作成，議会報告書等の作成，調査等の記録及び報告書の作成，調査等

の写真の整理，議会報告会用の資料作成，インターネットによる情報収集，

メールの送受信を行うためにパソコンを購入し，会派所属議員に貸与した
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旨回答した。そして，デスクトップパソコン・プリンタ等一式３３台につ

いては,減少したパソコン･プリンタ等はないこと，元議員に渡したパソコ

ン・プリンタ等については返却してもらって，新たに当選した議員に貸与

した旨回答した。 

ｂ しかしながら，上記のように，当時の自由民主党・県民会議の議員のニ

ーズを確認せずにデスクトップパソコン・プリンタ等を購入したのである

から，「会派所属議員が県議会控室以外の拠点で質問原稿等の文書作成，

議会報告書等の作成，調査等の記録及び報告書の作成，調査等の写真の整

理,議会報告会用の資料作成,インターネットによる情報収集，メールの送

受信を行うため」に購入したという自由民主党・県民会議の説明は後付け

のものに過ぎないのであって，信用できない。 

ｃ また，上記のように，元議員がデスクトップパソコン・プリンタ等一式

を現在もなお使用していたり，捨てたりしたのであるから，「減少したパ

ソコン・プリンタ等はない」，「元議員に渡したパソコン・プリンタ等に

ついては返却してもらって，新たに当選した議員に貸与した」という自由

民主党・県民会議の説明は元議員らの証言に反し，信用できるものではな

い。 

ｄ さらに，自由民主党・県民会議は，デスクトップパソコン・プリンタ等

一式３３台のうち２台は会派役員控室で使用していると回答しているとこ

ろ，現在の会派所属議員は３２名であるから，自由民主党・県民会議の説

明通りに元議員からデスクトップパソコン・プリンタ等を回収して新たな

会派所属議員に貸与したのであれば，会派役員控室で使っているのは１台

であるはずである。 

 そうであるにもかかわらず，２台が会派役員室にあると自由民主党・県

民会議が説明しているのは，明らかに不合理である。このように明らかに

不合理な説明をしている点でも，自由民主党・県民会議の説明は信用でき

ない。 

Ｃ 小括 

 このように，自由民主党・県民会議は信用できない説明をしているのであ

るから，自由民主党・県民会議は適切な反証を全く行っていないというほか

ない。したがって，監査に当たって自由民主党・県民会議の説明を聴き取る

ことだけに終始するようでは，明らかに調査不足である。 

（ロ）行うべき調査の内容 

 以上述べてきたように，自由民主党・県民会議からの聴き取り調査だけで

は適切な反証として全く不十分であることからすると，自由民主党・県民会

議には客観的証拠の提出を強く求めるべきである。 

 具体的には，監査請求書において述べたように，自由民主党・県民会議か

ら各会派所属議員に貸与されているというパソコン等の外観を写真撮影して

提出させたり，パソコンのデスクトップ面面，ウェブブラウザの閲覧履歴・
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お気に入り，Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ等の利用履歴などを，パソコン画面に表

示させて写真撮影させて提出させたりすることが重要である。 

 自由民主党・県民会議がこのような調査への協力を拒むのであれば，適切

な反証を行うことを放棄したものであるとして，自由民主党・県民会議等が

パソコン等の購入のために充当した政務活動費全額について，違法・不当で

あると認めるべきである。 

   添付資料 

資料１ 判例タイムズ１３２３号８６頁ないし９１頁 

資料２ 本件ニュース番組のデータを納めたＤＶＤ 

第６ 監査の結果 

 １ 政務活動費充当事実の確認 

監査対象箇所である議会事務局職員からの聴取り及び関係書類調査の結果，次の事

項を確認した。 

監査対象事項１（自由民主党・県民会議による充当）について別紙２のとおり確認

した。 

また，監査対象事項２（所属議員による充当）に係る政務活動費の充当額について

別紙３のとおり確認した。 

２ 関係人（自由民主党・県民会議会長）に対する調査結果 

自由民主党・県民会議会長に対し，措置請求書の事実関係，請求人の主張に対する

見解，パソコン等の管理，使用状況等を４回にわたり書面により調査した。できる限

り回答書の原文に即して記載する。 

（１）第１回調査結果 

イ 平成２８年１０月１２日付けで提出された措置請求書の事実関係について 

    措置請求書の別紙一覧表「平成２４年～２７年度パソコン等支出一覧（自由民

主党・県民会議）」（別紙１）に記載されている内容は事実と相違ないですか。 

   （回答） 

 相違ありません。 

   ロ パソコン等の貸与先及び現在の状況について 

    措置請求書の別紙一覧表（別紙１）に係るパソコン等の購入時の貸与先（所在

場所）を教えてください。 

    なお，その後に貸与先（所在場所）の変更があった場合には，その状況も教え

てください。 

    （回答） 

     別紙５－１，５－２参照 

     （注）回答として表が提出されたが，第４回調査結果と合わせて別紙５－１，

５－２に整理した。 

   ハ パソコン等の購入目的及び使用状況について 

    措置請求書の別紙一覧表（別紙１）№１～３及び№５の購入目的及び使用状況

を教えてください。 
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    （回答） 

    ①購入目的について 

      №１について，インターネットの普及状況から，今後の広範囲な議員活動

を果たしていくために，そして，活発な調査研究（質問原稿の作成，議会活

動報告の作成・調査，政務調査写真の整理，インターネットによる情報収集

など）を図るため，また様々な資料のペーパーレス化に対応できる機器の導

入も視野に，購入を決めました。 

      №２については，会派で使用していたパソコンのＯＳが古くなり，また会

派全体の政務活動に関する書面の作成や各種会議の議事録の作成，議員連盟

の政務調査に関わる勉強会の段取り，県からの主要な事業・政策説明の記録

など使用頻度が高く，劣化が著しいため，購入を決めました。また，同時に

会派にはカラー印刷ができるプリンターがなく，各議員からの要望も強く導

入を図りました。 

      №３については，インターネットの普及状況から，今後の広範囲な議員活

動を果たしていくために，そして，活発な調査研究（議会活動報告の作成・

調査等の記録，政務調査写真の撮影及び整理，インターネットによる情報収

集など）を図るため，また様々な資料のペーパーレス化に対応できる機器の

導入も視野に，移動可能な機器として，購入を決めました。 

      №５については，会派職員の２名が会派及び会派所属議員の政務活動に関

する様々な資料の作成や記録の補助，各議員連盟活動報告の整理や記録の補

助，政務活動会計処理に関わる補助等，会派政務活動に必要な仕事をして頂

くために購入を決めました。 

     ②使用状況について 

      №１については，別表１のとおり各議員に貸与し，貸与先の各議員におい

て，移動可能なパソコンとして，質問原稿の作成，議会報告の作成，政務調

査等の記録・報告書の作成，調査写真の撮影・整理，インターネットによる

情報収集などの政務活動に使用しています。 

      №２については，会派政務活動費会計処理，議員連盟関係資料作成などの

政務活動に活用されています。 

      №３については，別表１のとおり各議員に貸与し，貸与先の各議員におい

て，携帯可能なツールとして，議会報告の作成・調査等の記録，調査写真の

記録・整理，インターネットによる情報収集などの政務活動に使用していま

す。 

      №５については，会派政務活動費会計処理，議員連盟関係資料作成などの

政務活動補助業務に使用しています。 

（２）第２回調査結果 

イ 平成２８年１１月７日付けで回答いただいた「住民監査請求にかかる関係人の

調査に関する回答について」においては，パソコンの現状についての管理台帳の

写しは提出されませんでしたが，作成していないと理解してよろしいでしょうか。 

    もし，作成している場合は，写しの提出を改めてお願いします。  



 - 20 - 

   （回答） 

 別紙の表を作成して管理しておりますので，添付いたします。（別紙４－１～

４－３） 

   ロ パソコンの管理についての内規，規程，取扱いメモ，会議記録等があれば，写

しを提出願います。（購入時の手続，台帳作成や管理番号はりつけ等による管理

の方法，廃棄の判断基準等を記載したもの) 

    （回答） 

     パソコンの管理については，購入当時の会派総会において，  

    ①パソコンは会派から所属議員への貸与であるので，適切な管理を行うこと 

    ②政務活動用に使用すること 

    ③破損などの場合は，会派役員に連絡したうえで対応すること 

    ④議員の職を離れた場合は，会派に返却すること  

    について会派役員から説明し，全所属議員の了解を得ております。  

     なお，その後に会派に所属した議員については，会派に所属し，パソコンを貸

与する際に，このような説明をし，了承を得ております。  

   ハ パソコンの所属議員への貸与についての内規，規程，取扱いメモ，会議記録，

所属議員への配布文書等があれば，写しを提出願います。（貸与の手続，使用上

の注意事項，破損・紛失した場合の手続，返却時の手続等を記載したもの） 

    （回答） 

     貸与については，回答イの管理台帳により会派役員が確認しながら行ってい

ます。 

   添付書類 

    個人貸与ノートパソコンの状況について（別紙４－１） 

    個人貸与タブレットの状況について（別紙４－２） 

    個人貸与デスクトップパソコンの状況について（別紙４－３） 

  （３）第３回調査結果 

イ 請求人は「パソコン等を購入するかどうかは会派所属議員個人の判断に委ねら

れているはずである」と主張していますが，どのように考えますか。会派所属議

員の判断で購入・リースしていたパソコンとの機能分担なども含め，会派が購入

して会派所属議員に貸与する必要性について教えてください。 

  （回答） 

 個々の議員の判断で購入する場合もあるが，会派としての必要性に基づき購入

する場合もあります。したがって所属議員個人がパソコン等を購入したからとい

って，直ちに会派としての購入の必要性が失われることにはならないと考えま

す。 

   ロ 請求人は「一部の会派所属議員については，供給過剰となっている」と主張し

ていますが，どのように考えますか。複数台パソコン等を使用する必要性につい

て教えてください。 

    （回答） 

     政務活動を補佐する職員等が，事務所などで利用するという実態もあることか
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ら，複数台所有について有効であると考えます。政務活動は，会派控室のほか，

事務所や自宅，調査現場等様々な場所で行われております。  

   ハ 請求人は「自宅もしくは事務所で使用されているパソコン等は５０％に按分さ

れるべき」と主張していますが，どのように考えますか。また，１００％充当し

ている理由を教えてください。 

    （回答） 

     ①按分されるべきとは，思いません。 

     ②利用目的として質問原稿等の文書作成，調査などの写真の整理等，政務活

動用に使用するために購入し，貸与時には，政務活動用に購入した端末で

あり，政務活動のみに使用することを説明し，了解を得たうえで貸与して

いることから，按分は不要であると考えます。 

   ニ 請求人は「購入金額の水増し分について充当することは許されない」と主張し

ていますが，契約に当たり，見積金額の妥当性をどのように検証しましたか。  

    （回答） 

     購入時には，複数の業者から見積もりを取得したうえで，最も低額な相見積も

りを提出した業者から購入しており，購入手続きの適正性・金額の妥当性は担保

されております。 

   ホ 自由民主党・県民会議が平成２４年度に購入したパソコン等について  

（イ）平成２４年度に会派で購入したパソコン等の必要性についての調査・検討内

容，台数の根拠及び購入までの手続きを教えてください。また，３回契約する

に至った理由を教えてください。  

     （回答） 

      ①必要性 

       インターネットの普及状況から，今後の広範囲な議員活動を果たしていく

為に，そして活発な調査研究（質問原稿の作成，議会活動報告の作成・調査，

政務調査写真の整理，インターネットによる情報収集など）を図るため，購

入しました。 

      ②検討内容 

       移動可能な端末等の導入は，前年度執行部から検討しており，検討課題と

して引き継ぎを受けた平成２４年度執行部において検討した結果，購入を決

定したものです。 

      ③台数の根拠 

       会派議員全員と会派政務活動を記録するための事務局用１台を購入しまし

た。 

      ④購入までの手続き 

       会派役員の中で購入を決めた後，ノートＰＣ，会派事務用パソコン， 

ｉｐａｄの手配を役員で分担して購入手配しました。 

      ⑤３回契約の経緯 

       担当役員３名がそれぞれの手配した販売店にて購入の為,３月１４日，１９

日，２８日の契約に至りました。 
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   （ロ）パソコン等の契約が年度末となった理由を教えてください。  

     （回答） 

     東日本大震災の影響で，選挙の時期が１０月となり，会派においても，１１

月からの新役員体制となり，翌年１０月末までの１年間の任期となりました。

新会派役員が，１１月からの年度計画を立て，１１月議会・２月議会と繁忙期

を迎える中で，検討を重ね，２月議会終了後に最終決定し，購入することにな

りました。 

   ヘ 自由民主党・県民会議が平成２５年度に購入したパソコン等の契約について 

   （イ）仙台市民オンブズマン代表から受けた質問状に対する自由民主党・県民会議

の平成２８年９月２３日付け回答書１－（２）において，会派総会で議決した

と回答していますが，必要性についての調査・検討内容及びその議事内容を教

えてください。 

     （回答） 

      平成２６年１月より役員会にて購入するかしないか，の検討を始めておりま

す。旧ＯＳ（ウィンドウズＸＰ）では，平成２６年４月でサポートが終了する

こと，不都合（非常に重く，動きが悪い等）が多い等があります。 

      こうした事情から新しいＯＳ対応の機種を導入し，共通の機種を持つことは，

会派運営に有効であることから，最終的に判断し，購入を決定しています。 

   （ロ）平成２４年度に購入したパソコン等を会派所属議員全員に貸与しているのに

加え，さらに２５年度にパソコン等を購入し貸与した理由を教えてください。 

     （回答） 

      平成２４年度は，前述でも申し上げているとおり，今後の広範囲な議員活動

を果たしていくために，そして活発な調査研究を図るため，会派にて持ち運び

可能なノートＰＣもしくはｉｐａｄを必要と判断し，活用していただく目的で

購入し，貸与しております。 

      平成２５年度は，旧ＯＳ（ウィンドウズＸＰ）では，平成２６年４月でサポ

ートが終了すること，また不都合（非常に重く，動きが悪い等）が多い等から，

新しいＯＳに統一することの必要性を役員間で検討。 

      そのうえで，会派共通機種の導入により，政務活動への共通活用（議会活動

報告の作成や情報収集，政務活動写真の整理等）によるメリットやトラブル時

の対応に適しているなどにより購入を決定いたしました。 

   （ハ）パソコン等の契約が年度末となった理由を教えてください。 

     （回答） 

      毎年１１月１日から，新役員体制に移行されます。 

      執行部ごとに前執行部からの引き継ぎを行ない，議会体制の構想や会派とし

ての年度計画を作ります。物品の購入も検討しますが，１１月議会，年末・年

始，各種行事対応など繁忙期のなかで，検討を積み重ねます。そのうえで，２

月議会終了後が区切りとなり，購入時期になりました。 

   （ニ）有限会社アクティブと契約した経緯を教えてください。  

     （回答） 
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      会派で購入が決まり，発注するにあたり，ＰＣ購入から設置，アフターケア

までの一貫した業者を選定することを決め，３社の見積もりを取り，最も有利

な条件を出した有限会社アクティブに決定し，契約をいたしました。 

   （ホ）上記の契約内容を教えてください。  

     （回答） 

      パソコン本体３３台，パワーポイント３３個，モニター３３台，外付け 

ＨＤＤ３３台，ウィルスバスター３３台，プリンター３３台，インク６６個，

ＵＳＢケーブル３３本，搬入設置費３３式，小計１２，５６３，１００円，消

費税６２８，１５５円，トータル１３，１９１，２５５円の契約となりました。 

   ト 自由民主党・県民会議が平成２４・２５年度に購入したパソコン等の貸与先が

変更になった場合の手続きを教えてください。  

    （回答） 

     会派から貸与する際に，議員の職を離れた時は，会派に返却することを条件と

しているため，速やかに返却して頂き，新たに会派に所属することになった議員

に貸与する事としています。 

    会派役員がその確認を行い，台帳に記録することにしています。  

   チ 請求人が行っている主張・立証に対して，貴会派としての主張・反証があれば

教えてください。 

    （回答） 

     第一に，情報化時代の中で，パソコン等は議員活動や政務活動において必須の

機器であること。 

     第二に，情報化時代に対応していくためにも，会派としてパソコン等の機器を

揃え，議員個々の活動を充実させるよう努めることは，会派としての役割である

と考えていること。 

     第三に，震災後の会派運営は１１月に始まり，１０月に終わるという１年任期

であり，４月に始まり３月に終わるという行政の会計年度とは違っていることな

どを御理解していただきたいと思います。  

  （４）第４回調査結果 

自由民主党・県民会議会長に対し，平成２４年度から平成２７年度までに会派が

購入したパソコン等の使用状況及び所在を文書により調査した。また，パソコン等

の型番及び製造番号の写真を提出させ，その存在を確認した。その使用状況等につ

いては，別紙５－１及び別紙５－２のとおりである。 

   イ 政務活動に１００％利用していますか。利用している場合，そのことを，客観

的事実をもって説明してください。 

    （回答） 

     ①会派用購入分 

      １００％政務活動に使用しております。 

     ②会派所属議員貸与分 

      会派執行部にて１００％政務活動用に使用して頂くよう指導しております

が，客観的事実をもって説明することは，困難であります。 
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ロ 請求人は，仮に，自由民主党・県民会議が購入したパソコン等が政務活動に直

接必要と認められるとすれば，少なくとも平成２６年３月２０日以降は，同会派

議員は全員パソコン等を所有して１００％政務活動に使用していたことになると

して，同年月日以降，会派所属議員がパソコン等の購入やリースを続けていたの

は，政務活動に直接必要のないパソコン等を購入あるいはリースしていたことに

なると主張しています。 

    平成２６年３月２０日以降にパソコン等を購入あるいはリースした会派所属議

員に対して，どのような審査・指導等を行ないましたか。 

    （回答） 

     会派として個々の議員から政務活動に有用性があり，パソコン機器類の購入・

リースの申請があり，それについてチェックのうえ，承認いたしました。  

 ３ 関係人（会派所属議員）に対する調査結果 

    中山耕一議員，石川光次郎議員，佐々木幸士議員，佐藤光樹議員，長谷川敦議員，

中島源陽議員，皆川章太郎元議員に対し，請求人の主張に対する見解を文書により調

査した。できる限り回答書の原文に即して記載する。 

（１）請求人は，仮に，自由民主党・県民会議が購入したパソコン等が政務活動に直接

必要と認められるとすれば，少なくとも平成２６年３月２０日以降は，同会派議員

は全員パソコン等を所有して１００％政務活動に使用していたことになるとして，

同日以降，会派所属議員がパソコン等の購入やリースを続けていたのは，政務活動

に直接必要のないパソコン等を購入あるいはリースしていたことになると主張して

います。 

 平成２６年３月２０日以降にパソコン等を購入する必要性について，複数台のパ

ソコン等の使用形態なども含めて説明をお願いします。 

  （回答） 

  イ 佐々木幸士議員 

    ○必要性 

 政務活動に必要なデータ量が膨大であるため移設が不可能である。 

 さらに，個人情報保護のためネット環境に置かないパソコンが１台は必要であ

る。 

 以上の理由で，パソコン等のリース契約を継続している。 

○複数台の使用形態 

 本人と事務員が同時使用することがあるため，複数台所持している。 

 また，自宅・事務所・携帯用のため複数台所持している。 

   ロ 石川光次郎議員 

  リース契約しているパソコン等は，政務活動に必要なデータ量が膨大であるた

め移設が困難であり，さらに個人情報保護のため，ネット環境に置かないパソコ

ンが１台は必要であるのでパソコン等のリース契約を継続している。 

 本人と事務員が同時作業することもあるため，複数台所持をしている。 

   ハ 佐藤光樹議員 

     平成２６年７月１６日購入のパソコン代４万３６５７円，３分の１の按分率（４
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年の法定耐用年数と購入時から残任期間４８か月分の１６か月で計算）で購入し

たパソコンは，年間４０ヶ所から５０ヶ所に及ぶ県政報告会にてプロジェクター

を活用した映像中心の県政報告会，報告会関係資料などの記録等のため購入しま

した。 

     複数台所有についての使用形態は，事務所には事務員さんがおり，県議会事務

所を運営するにあたり，議員本人，事務員さんそれぞれのパソコンを有しており

ます。 

     議員本人は，主に議会質問含む議会資料作成，議員活動記録写真保存，県政報

告会案内・活動資料作成，各種案内資料作成，県議会だより作成などに使用して

います。 

     事務員さんは，県政報告会関係案内作成や名簿管理，記録写真管理や名刺管理

等に活用しています。 

     以上，私は上記のように複数台のパソコンを活用しています。 

   ニ 長谷川敦議員 

  平成２６年７月４日購入のノートパソコン代１４万円ですが，１００％政務活

動用として使用することを目的として購入し，そのように利用しておりますが，

そのことを客観的事実として説明することは困難であるとの結論に至りました。

文書作成や写真保存等，議員としての活動をするにあたりパソコンを購入する必

要性はあると考えております。 

 複数台所有についての使用形態は自宅と事務所それぞれにパソコンを設置し，

両方のパソコンで文書作成，記録写真保存，メールの送受信，インターネットに

よる情報収集等に使用しております。 

   ホ 中島源陽議員 

  措置請求書の別紙一覧表（別紙１）の中で，添付の平成２６年５月２４日付の

金額１５万円の領収証を基にパソコン等を購入したと指摘されていますが，実際

は下記内容の管理委託契約に伴う支出であり，パソコン等購入に係る支出ではな

いことを申し上げます。 

○契約期間 

 平成２６年４月１日より平成２７年３月３１日までの１年間 

○管理委託の主な内容 

 ・ホームページのリニューアル作業及び随時の更新 

 ・サーバーの管理作業 

 ・ウェブサイトのデータ管理と不測の事態に備えたバックアップ 

 ・パソコンと周辺機器のサポート 

（領収書等添付票添付：平成２６年５月２４日付の金額１５万円の領収証写し） 

   ヘ 皆川章太郎元議員 

  第一に，平成２３年１１月に購入しておりましたパソコン「日立プリウスリー

ス代」１００％になっているとのことですが，確認いたしましたところ新規購入

に当たり慣例として，最初の２か月は同時支払でありました。私は２か月分合計

の金額に対し按分率を１００％としてしまいましたが，正確には按分率は５０％
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でございました。 

 第二に，平成２５年３月に会派からの「東芝パソコン」導入にあたり，Ｈ２３

購入のプリウスパソコンの具合がよくないので廃棄をし，会派からのパソコンを

活用いたしました。 

 但しパソコンソフトリースは４ヶ年の支払い契約のため，更に日立プリウスパ

ソコンから会派からのパソコンへとソフトの移行も伴い，ソフトリースの代金も

当然継続して支払いました。会派からの「東芝ノートパソコン」は持ち運びに便

利で，主に移動用パソコンとして使い現地調査をはじめとし会議等々有意義に使

用させていただきました。しかしながら，平成２７年夏ころ机から落下しました

関係もあり調子が悪く現在は廃棄いたしております。 

 第三に，会派からのデスクトップ型のパソコンにつきましては，事務所兼自宅

に設置しインターネットの活用及び各種調査活動の取りまとめ整理等に使いまし

た。 

 なお，このパソコンにつきましては平成２８年１１月に会派にお返しいたして

おります。 

   ト 中山耕一議員 

  平成２６年３月２０日以降に購入したパソコンは，平成２８年４月に購入した

デスクトップ１台です。その理由は，平成２７年９月１１日に発生した関東・東

北豪雨災害の時，道路，河川その他現場の状況を見廻っていた深夜に，自家用車

が水没し，持ち込んでいたノートパソコンも水没のため使用不可能となったこ

と，また，平成２３年２月に購入したノートパソコンもメモリースティックに反

応しないことが多いなどの不具合があり，使いにくくなったことによるもので

す。 

  現在は，会派から貸与されたデスクトップを専ら私が政務活動用に使用し，他

の正常に機能する２台を妻と事務員が使用しております。 

 （２）平成２６年７月１７日に支払ったノートパソコン代金について，政務活動費（事

務費）を按分率１００％で充当していますが，その理由を教えてください。 

また，１００％政務活動に利用していることを，客観的事実をもって説明してく

ださい。（長谷川敦議員にのみ質問） 

   （回答） 

    長谷川敦議員 

    １００％政務活動用として使用することを目的として購入したため。  

    主に議会質問を含む議会資料作成，活動記録の写真保存，各種案内資料作成やメ

ールの送受信，インターネットによる情報収集等に利用しておりますが，そのこと

を客観的事実をもって説明することは困難であるとの結論に至りました。  

    よって，５０％の按分率で政務活動費を充当することが適当であると考えており

ます。 

 ４ 政務活動費充当額の一部返還事実の確認 

別紙２のうち，議員個人に貸与した①ノートパソコン，③ｉＰａｄ（会派専用分１

台（５８，８００円）を除く。），④デスクトップパソコンの政務活動費充当額及び
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別紙３の⑥ノートパソコンの政務活動費充当額については，按分率５０パーセントに

相当する８，４２１，８４４円（平成２４年度分１，７５６，２１６円，平成２５年

度分６，５９５，６２８円，平成２６年度分７０，０００円）について，平成２８年

１１月２９日付けで収支報告書が修正され，同年１２月５日に返還，同日付けで県が

収納したことを議会事務局関係書類及び宮城県財務総合管理システムにより確認し

た。 

第７ 判断 

政務活動費は，法第１００条第１４項及び第１５項の規定を受け，条例及び条例施

行規程の定めるところにより交付されており，財務会計を適正に執行し，不適正な場

合に是正を求めることは知事の責務である。 

法が条例等の定めに委ねる政務活動費については，政務活動が執行機関に対する監

視機能を果たすための活動としての性格を帯びていることもあり，基本的に議会の自

律を尊重し，議会自らが適正な運用を図るべきものとされている。したがって，会派

等による政務活動費の支出が明らかに不適正である場合を除き，知事は，議長の判断

を尊重するべきものである。 

また，会派又は議員の政務活動は，県政全般に及び，その調査研究その他の活動の

対象，方法も広範かつ多岐にわたるものであり，手段方法及び内容の選択に当たって

は，会派又は議員の自主性及び自律性を尊重すべきであることから，会派又は議員の

広範な裁量的判断に委ねられている。 

条例第２条に定める別表及び条例施行規程が定めている使途基準の内容は，法第 

１００条第１４項にいう「議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費」

を具体化したものである。手引きについては，条例及び条例施行規程に明確に位置づ

けられているものではないことから，法規範性を有するものとまでは言えないが，条

例を補完する指針として適切に運用されるべきものとして，政務活動費の対象外とな

る経費や，諸手続などを規定している。 

特に，初版となる手引き（平成２１年４月）は，請求人らによる宮城県議会の政務

調査費に係る監査請求及び訴訟等を契機とし，請求人らとの和解協議と並行して平成

２１年３月１７日に政務調査費に係る運用見直しと併せて県議会で決定されたもので

ある。以上の経緯から手引きは，使途基準の趣旨や具体的内容を示すものとして，具

体的支出の使途基準適合性の判断に当たってより所とされるべきものであると解して

監査を実施し，判断を行ったものである。 

調査の対象となる事項は，法及び条例を踏まえて県議会が定めた手引きに規定する

使途基準に違反した政務活動費の充当が行われたことにより，県に民法第７０３条に

定める不当利得返還請求権が発生し，知事に「違法又は不当に財産の管理を怠る事実」

が存するか否かである。 
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したがって，確認された事実を使途基準に照らして，支出に係る会派又は議員の判

断に客観的な合理性が明らかに認められない場合には，「議員の調査研究及びその他

の活動」としての必要性・適法性を認めることができず，不当利得であると解し，知

事に「違法又は不当に財産の管理を怠る事実」が存するものとして，返還請求の勧告

を行う。 

それ以外の場合は，請求に理由がないと判断する。 

以上のような観点に立って判断した結果を以下に記載する。 

１ 監査対象事項１（自由民主党・県民会議による充当）について 

請求人は，自由民主党・県民会議が平成２５年３月から平成２８年２月までの間に

購入したパソコン等７０台の購入金額１７，９２１，５０６円全額に政務活動費を充

当したことについて，パソコン等は，政務活動に直接必要であるとはいえないから，

条例及び手引きの事務費の充当指針に違反すると主張しているので，以下３点につい

て判断する。 

（１）パソコン等の購入経費に政務活動費を充当することについて 

事務費については，条例第２条第２項で「政務活動費は，別表に定める政務活動

に要する経費に充てることができる」と定め，別表では以下のように定めている。 

経 費 内  容 

事務費 会派又は議員が行う政務活動に係る事務の遂行に要する経費 

 そして，手引きⅡ－３政務活動費を充てることができる経費の範囲－（１）経費

と内容－①条例第２条別表と主な例において，次のように定めている。 

経 費 内 容 主な例 

事務費 

会派又は議員が行う政務活動に係る事務の

遂行に要する経費 

事務用品・備品・消耗品購入

費，備品維持費，文書通信費

等 

 また，同②政務活動費の運用についての考え方において，次のように定めている。 

経 費 考え方 

事務費 政務活動に資する事務の遂行が対象となる。 

 さらに，手引きⅡ－３－（４）使途項目ごとの具体例において，次のように定め

ている。 

経 費 具体例 

事務費 

○会派又は議員が行う政務活動に係る事務の遂行に要する経費 

① 事務用品の購入，コピー代，事務機器の修理代，燃料代 

② 事務用機器（パソコン等），机，椅子の購入 

③ コピー代，ファクシミリのリース料 

④ 電話料，インターネット使用料，郵送料 
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事務用品・事務用機器購入，電話料，インターネット接続料，郵送料，

コピー機等リース料 等 

（注）自動車の購入費及び修繕，車検，保険料等の維持管理経費は該当し

ない。 

 そして，手引きⅡ－３－（５）費目別の充当指針において，次のように定めてい

る。 

経 費 内 容 

事務用品

・備品購

入費，リ

ース料 

政務活動費は，原則的には政務活動に要する費用に充当するものであり，

政務活動を行うための環境整備にまで充当することは適当でない。 

このことから，備品や消耗品の購入に政務活動費を充当する場合には，

政務活動に対する有用性が高く，政務活動に直接必要であると認められる

ものに限定すべきであり，領収書等にその品名を明らかにしておく必要が

ある。 

購入店で領収書に記載されない場合は，領収書等添付票の余白に議員が

付記するものとする。また，その購入価格についても政務活動費を充当す

る備品という観点から常識的に判断する必要がある｡ 

なお，自動車の購入費及び維持管理経費（車検代，保険料，自動車重量

税，修繕費等）は，対象経費として認められない。 

【証拠書類】当該経費の領収書 

(1) 事務機器等の購入及びリース料 

政務活動に直接必要と認められる事務機器等（パソコン，コピー機，

ファクシミリ等）の購入経費及びリース料に充当することができる。 

なお，政党活動や後援会活動等と併用している場合は，使用実態に

応じて按分する必要がある。 

(2) 政務活動費の充当が不適当な備品等 

○ 自動車 

○ 絵画等の美術・装飾品 

○ 冷蔵庫，エアコン，応接セット等の備品 

○ 衣服 

 請求人は，「パソコン等を購入するかどうかは会派所属議員個人の判断に委ねられ

ているはずであるから，自由民主党・県民会議が会派所属議員のためにパソコン等

をまとめて購入して貸与する理由はないのであるし，一部の会派所属議員について

は供給過剰となっていることからすると，自由民主党・県民会議がパソコン等を購

入して会派所属議員に対して貸与する必要はないはずである」ので，会派が購入し

たパソコン等は政務活動に直接必要であるとは言えないから使途基準に違反すると

主張する。 

自由民主党・県民会議は，パソコン等を会派が購入して所属議員に貸与したこと
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について，第６の２（３）第３回調査結果のとおり，所属議員の現状の政務活動に

係る事務への寄与にとどまらず，会派として，所属議員が情報化社会における今後

の広範な議員活動及び活発な調査研究を果たしていくためには，パソコン等の利活

用促進が一層必要であると考えたこと，会派としての統一機種を導入することで，

共通活用及びトラブル対応が容易になること，さらにはＯＳのサポート終了問題へ

の対応等を挙げ，その必要性を説明している。 

条例において事務費は，「会派又は議員が行う政務活動に係る事務の遂行に要す

る経費」であるとし，手引きにおいて，使途としてパソコン等の購入又はリースを

具体例として挙げているのであるから，会派が会派としての目的の下に，所属議員

の政務活動のためにパソコン等を購入することについては，手引きに違反するとは

言えない。 

また，自由民主党・県民会議は，供給過剰との指摘について，第６の２（３）第

３回調査結果のとおり，政務活動は，会派控室のほか，事務所や自宅，調査現場等

様々な場所で行われるものであり，政務活動を補佐する職員等が，事務所などで利

用するという実態もあることから，複数台使用について有効であると説明している。 

会派又は議員の調査研究活動は，県政全般に及び，その調査研究その他の活動の

対象，方法も広範かつ多岐にわたるものであり，手段方法及び内容の選択に当たっ

ては，議員の自主性及び自律性を尊重すべきであることから，パソコン等の購入又

はリースの必要性については会派又は議員の広範な裁量的判断に委ねられていると

考えられ，２台以上を使用して政務活動に当たる必要がないとは言えない。 

さらに，手引きにおいて２台以上の購入経費に対する政務活動費の充当を禁止す

る特段の規定はない。 

したがって，パソコン複数台の購入代金に政務活動費を充当することが，手引き

に違反するとは言えない。 

（２）パソコン等の購入経費に政務活動費を按分せずに充当することについて 

事務費の按分については，手引きにおいて以下のように定めている。 

 手引きⅡ－４「支出における留意事項」－（２）「充当の範囲」において，次の

ように定めている。 

充当する範囲は，政務活動に直接必要とする経費に限られ，たとえ政務活動に使用

する場合であっても，議員の私的財産の形成等につながるものには充当できない。 

政務活動費は，当該年度の政務活動に要する経費に充てるものであり，年度を超え

て使用することはできない。（以下略） 

 また，手引きⅡ－４－（３）「按分による支出」において，次のように定めてい

る。 
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①按分の必要性 

会派又は議員の活動は，議会活動，政党活動，選挙活動等と多彩であり，一つの活

動が政務活動と他の活動の両面を有し，渾然一体となっていることが多い。 

このことから，活動に要した費用の全額に政務活動費を充当することが，不適当な

場合には，使用面積や活動実績などの合理的な方法によって按分処理し，その積算根

拠を明確にしておく必要がある。 

②按分の方法 

イ （略） 

ロ 活動実績割合等による按分例(事務所費，事務費，人件費，広報費など) 

政務活動(A%) 

政務活動(A%)＋議員(後援会等)活動(B%)＋政党･政治団体活動(C%)＋その他活動(D%) 

ハ 按分割合が明確にできない場合 

2 分の 1 以下で按分する。(２分の１を超える充当には合理的な理由を明記) 

③按分方法の参考例（抄） 

 ＜事務費(通信費)＞ 

○政務活動に係る通話時間(概数)，使用頻度で按分する。 

ＦＡＸの使用状況のように，一般電話，携帯電話の利用明細を発行してもらい（要

申込み，料金月額１００円程度），相手先番号により振り分け，比率を出す方法もあ

る。 

通信費を含めその他の事務費についても，現実に実績の把握が困難な場合は，政

務活動費での負担割合を２分の１以内とする考えもある。 

 請求人は，「自由民主党・県民会議が平成２５年３月から平成２８年２月までの

間に購入したパソコン等については，各会派所属議員が県議会控室以外の拠点，例

えば事務所・自宅等で用いられるのであるから，会派所属議員が個人の判断で購入

したパソコン等と同様，按分割合を明確にすることはできないと考えるのが合理的

である」ことから，その「購入代金について政務活動費を充当できるのは，５０％

が上限であるというべき」であって，５０％を超えて充当した部分は使途基準に違

反すると主張する。 

自由民主党・県民会議からは，第６の２（３）第３回調査結果のとおり，「利用

目的として質問原稿等の文書作成，調査などの写真の整理等，政務活動用に使用

するために購入し，貸与時には，政務活動用に購入した端末であり，政務活動の

みに使用することを説明し，了解を得たうえで貸与していることから，按分は不

要であると考えます。」と回答があった。 

手引きにおいては，会派又は議員の活動のうち政務活動だけを区分することの困

難性を前提として，「按分割合が明確にできない場合」あるいは「実績の把握が困

難な場合」については，２分の１以下で按分することを示している。 

この点についてさらに調査を行ったところ，第６の２（４）第４回調査結果のと
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おり，請求人が摘示している金額の総額１７，９２１，５０６円から，会派役員及

び政務活動に従事する会派職員が政務活動専用で使用しているパソコン等を除き，

会派所属議員に貸与しているパソコン等については，「会派執行部にて１００％政

務活動用に使用して頂くよう指導しておりますが，客観的事実をもって説明するこ

とは，困難であります。」との回答があった。併せて，「貸与されたパソコン等に

ついて，政務活動に使用しているものの，政務活動専用に使用していることについ

て「客観的事実に基づいた説明」をすることは困難である」とし，個人貸与分の支

出額の半分を返還する旨の連絡もあった。 

これについては，第６の４のとおり，収支報告書の修正手続を経て，充当した政

務活動費の２分の１である８，３５１，８４４円を返還したことを確認した。  

したがって，「実績の把握が困難な場合」であって５０％を超えて充当した事実

は認められないことから，手引きに違反するとは言えない。 

（３）平成２６年３月に購入したパソコン等の購入経費に係る疑義について 

 手引きⅡ－４－（１）「実費支出の原則」において，次のように定めている。 

政務活動は，会派又は議員の自発的な意志に基づいて行われるものであることから，

政務活動費は，社会通念上妥当と考えられる範囲内であることを前提とした上で，政

務活動に要した費用の実費に充当することが原則である｡（以下略） 

 手引きⅡ－４－（４）「領収書等への使途等の記載」において，次のように定め

ている。 

収支報告書に添付して提出する領収書その他の証拠書類(以下｢領収書等｣という。)

の写しには，次の事項が記載されている必要がある｡ 

①領収書等の記載事項 

イ 宛て先，日付，支出金額 

ロ 領収書作成者の住所･会社名(団体名)･代表者名(氏名) 

ハ 支出目的：〇月分給料として，〇月分コピー機リース料として 

②領収書等添付票（様式第１２号）の記載事項 

イ 使途内容:領収書等の記載だけでは政務活動との関連性が明らかでない場合

に余白に付記する。JR 運賃(〇月〇日，仙台-東京)，△△研修会お茶代など。 

ロ 按分による支出額，按分率とその積算根拠，按分による政務活動費支出額を

記載｡ 

ハ 上限額による支出等:按分による支出以外で，経費の一部に政務活動費を充当

した場合，その金額を政務活動費支出額に記載し，理由を余白に付記する｡ 

③（以下略） 

請求人は，自由民主党・県民会議が平成２６年３月２０日に購入したパソコン等

の購入代金については，「発注から搬入に至るまで必要もないのに複数の業者が介在

していることから，介在した業者が利益を得られるように購入金額が不当に高く設
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定された疑いが大きい」と主張する。 

自由民主党・県民会議は，第６の２（３）第３回調査結果のとおり，購入に当た

って徴収した３者の見積書を提示して「購入手続きの適正性・金額の妥当性は担保

されております。」としている。 

手引きにおいては，Ⅱ－４－（１）「実費支出の原則」における「社会通念上妥当

と考えられる範囲内であることを前提」とすることを除き，購入契約に関して明記

した規定はなく，収支報告書への添付についても領収書等とされているだけであり，

契約に係る特別な制限はないものと解される。  

したがって，自由民主党・県民会議の購入手続が，手引きに違反するとは言えな

い。 

なお，会派との契約に基づきパソコン等を納品するため，購入先の業者が，他の

業者といかなる契約をするかについては，私人間の契約であって，手引きにおいて

もこれを制限する規定は存在しないことから，本件監査の対象外であると考える。  

以上のことから，監査対象事項１に係る自由民主党・県民会議の事務費への充当

については，使途基準に反して明らかに違法又は不当であると認められるものとは

言えない。 

したがって，監査対象事項１に係る請求には理由がないので棄却する。  

２ 監査対象事項２（所属議員による充当）について 

請求人は，自由民主党・県民会議が平成２６年３月２０日までに購入し貸与した政

務活動のためのパソコン等があることから，自ら購入等する直接の必要はないにもか

かわらず，「中山耕一議員は１台，佐藤光樹議員は１台，長谷川敦議員は２台，中島源

陽議員は１台，それぞれパソコンを購入しており，石川光次郎議員，佐々木幸士議員，

皆川章太郎元議員はパソコン等のリースを続けていたのであるから，これらの議員は

政務活動に直接必要のないパソコン等を購入したりリースしたりしていたことにな

る」。 したがって，当該７人がパソコン等を購入したりリースしたりしていた費用に

ついて政務活動費を充当することは使途基準に違反すると主張している。 

各議員の回答は第６の３（４）関係人（会派所属議員）に対する調査結果のとおり

である。 

中島源陽議員については，パソコン等の購入ではなく，ホームページのリニューア

ル作業及び随時の更新等の管理委託契約に伴う経費であるとの説明があり，回答に添

付された領収書により確認した。 

また，他の６人については，その購入目的について，移動を伴う県政報告会の開催

等に要する機動性の確保，データ保存容量・保管方法，事務員等との同時作業，会派

貸与パソコン等の不具合・破損等を挙げて，会派貸与以外のパソコン等に係る購入又
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はリースの必要性を説明している。 

手引きにおいては，１の（１）において述べたとおり，複数台の購入又はリースに

ついて特別な制限はないものと解される。 

したがって，会派所属議員が自らの判断で，自由民主党・県民会議から貸与された

パソコン等以外にパソコン等を購入し，又はリースし，政務活動に使用することが，

手引きに違反するとは言えない。 

また，長谷川敦議員が購入したパソコンで２分の１を超える按分率で政務活動費を

充当したものがあったことについては，「主に議会質問を含む議会資料作成，活動記録

の写真保存，各種案内資料作成やメールの送受信，インターネットによる情報収集等

に利用しておりますが，そのことを客観的事実をもって説明することは困難である」

として，５０％の按分率で充当することが適当であると考えているとの回答があった。 

これについて，第６の４のとおり，収支報告書の修正手続を経て，充当した政務活

動費の２分の１である７０，０００円を返還したことを確認した。 

したがって，「実績の把握が困難な場合」であって，５０％を超えて充当した事実は

認められないことから，手引きに違反するとは言えない。 

以上のことから，監査対象事項２に係る各議員の事務費への充当については，使途

基準等に反して明らかに違法又は不当であると認められるものとは言えない。 

したがって，監査対象事項２に係る請求には理由がないので棄却する。  

３ 監査対象事項３（利息の取り扱い）について 

請求人の主張は，措置請求書での「政務活動費の返還を求めるだけでなく，政務活

動費の無駄遣い，使い切りを意図的に行ったという事案の悪質さに鑑みて自由民主党･

県民会議に対して政務活動費の充当時からの利息の支払いも求めるべきである」とす

る附帯請求である。 

これまで述べたとおり，県が，自由民主党・県民会議に対して政務活動費の返還を

求めるべき証拠はないことから，不当利得返還の義務に伴って，遅延損害金が生じて

いるとは言えない。 

したがって，監査対象事項３に係る請求には理由がないので棄却する。 

付言－議会に対する要望 

政務活動自体は議員個人の問題意識に基づき自由な活動が認められるものであり，一方

でそれらに政務活動費を充当することについては，原資が公金である以上，一定の制約が

あると言わざるを得ない。会派及び議員において政務活動費充当の妥当性について説明責

任を果たすことが求められる。 

したがって，議会及び会派並びに議員におかれては，以下の取組をされるよう引き続き

要望する。 
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１  議会においては，政務活動費の使途に関して県民に疑念を抱かれることのないよう，

議員の自由な政務活動とのバランス等も考慮した上で，議会改革推進会議の議論を通

じて，政務活動費に係る制度及び運用に係る改革をさらに推し進めること。  

２  会派においては，所属議員に対して指導的立場にあること，さらには，一般県民に

対する説明責任を強く意識し，審査・指導体制の強化など必要な措置を講じること。  

３ 会派及び議員においては，政務活動費を充当して購入した備品等の管理を徹底し，

貸出簿や備品台帳の整備など必要な措置を講じるとともに，民主主義の実現に資する

制度の趣旨に則り，政務活動費を適正かつ有効に活用すること。  
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別紙１ （措置請求書の別紙一覧表） 
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別紙２ 
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別紙３ 
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別紙４－１ 
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別紙４－２ 
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別紙４－３ 
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別紙５－１ （パソコン等使用状況） 
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別紙５－２ （パソコン等使用状況） 

 

 


