
- 1 -

２００８年総会報告
１活動方針：① 岡崎市議会議員政務調査費の市民監査を継続

② 岡崎市が支出している補助金の実態を調査

③ 公共事業（集会施設新設、ごみ処分施設などの調査、

契約実態の調査）

④ 市政無料法律相談の開設

2007.4.1 2008.3.31２会計報告 一般会計 事務所維持会計 ～

３例会の開催日変更

例会は第２金曜日とする。

必要に応じ、第４金曜日に作業日を

設ける。

５月９日（金）次回は

午後７時３０分～

４役員改選（全員留任）代表 渡邉研治

事務局長 天野茂樹

会計 柿田憲弘

以上のとおりです。

２００８年度会費、カンパをよろしくお願いします。

市民オンブズ岡崎
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収入の部 支出の部

費目 金額 費目 金額

前年度繰越  - 2,997 事務所費 　  0

会費   94,000 通信費 　48,630

カンパ   96,400 光熱費 　26,470

事務所貸料        0 電話代   21,277

情報公開請求代   17,870

印刷費    0

その他   13,950

事務所維持会計振替  60,000

次年度繰越金  -794

合計  187,403 合計 187403

収入の部 支出の部

費目 金額 費目 金額

繰り入れ金   60,000 事務所賃料 480,000

維持カンパ  420,000

合計  480,000 合計 480,000
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０８年度会費のお願い

「市民オンブズ岡崎」は会員の会費と市民カンパのみで運営しています。

このニュースは会員だけでなく、いままで会が主催した催しに参加された方、会の活動

に協力頂いた方にも郵送させていただいています。今回年度の切替時期のため、みなさ

んに郵便振替用紙が入っていますが、強制するものではありません。財政的基盤がもろ

い団体です。少しでも協力いただける方は会費やカンパをお願いします。

政務調査費市民監査報告書の訂正

前回のニュースで０６年度の岡崎市議会政務調査費の市民監査報告書を添付しました

が、一部抜け落ちていましたので、訂正版を添付します （別紙添付）。

自民清風会やゆうあい２１の議員さんたちが財政破綻して職員も削減され、仕事に忙

しい夕張市に視察旅行をされていますが、その視察目的が観光施設見学となっていて、

その無神経さにあきれるばかりです。ゆうあい２１は視察の感想で財政問題の深刻さに

言及していますので、むやみに施設建設を行えば財政破綻を招き、財政再建団体へ転落

するという認識でしたので、今後の岡崎における箱物行政に異を唱えていかれることを

望みます。自民清風会はあきれるばかりの感想を述べています （添付資料参照）。

大原昌幸議員からは、ガソリン・電話代について政務調査費の収支報告書に領収書を

添付し、請求額の実態に合わせて多い月少ない月を設けたのだから、自民清風会等と同

様な評価をされるのは納得できないというクレームが来ました。添付したはずの領収書

が開示請求時に公開されなかったということでした。４月２５日そのコピーをオンブズ

事務所にもってこられましたが、公開すべきものを議会事務局職員が公開しなかったと

いうことなら、大きな問題です。議会事務局に原因究明と対応策を要求しています。

よって、この２点について変更があります。

市民に説明責任は果たせるのか？ 誠意のない回答

岡崎市議会議員政務調査費についての質問書の回答が来ましたが、誠意のある回答が

少なく残念です。

特に、議長はじめ自民清風会、ゆうあい２１，公明党が「平成１７年名古屋地裁判決

に基づき調査活動をしている」と答えているのにはあきれてしまいます。

地裁判決は、当時の原告が違法を立証するだけの力量がなかったために、岡崎市議会

政務調査費の支出に関する条例で定めた条文に違反しないと判断しただけです。すべて

正しいとしたわけではありません。

特に、単に食事代のみを支払っているような支出は違法だという平成２０年２月４日

名古屋高裁金沢支部の判決以降の判断を、実際に食事代のみを支払っている自民清風会

がどう考えるのか、議長や他の会派はどう考えているのかお聞きしたかったのですが、
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残念ながら大原議員、日本共産党以外はお答えがありませんでした。

公明党質問 議長 自民清風会 ゆうあい

２１

１．視察旅行における旅費については実費弁償が筋 当市議会は、 私共会派 当 会 派 当該政務

だと考えますが、岡崎市旅費条例にあるからといっ 岡崎市議会政務 は、貴殿が は、貴殿が 調 査活動に

て、実際に利用していないのに特別車両料金（グリ 調査費の返還請 平成１６年 平成１６年 つ いては、

ーン料金）を支出して良いとお考えでしょうか。 求にかか５月２ ６月１７ ６月１７日 平 成１７年

２．交通通信費のうちガソリン代、電話代について ６日の名古屋地 地方裁判所 裁判所に提 名 古屋地方

一部の市議会議員は給油明細、電話使用明細書を添 方裁判所判決に に提訴され 訴された平 裁 判所判決

付されているにもかかわらず、すべての議員の利用 基づき、調査研 ました事件 成１７年５ に 基づき、

した給油明細、電話使用明細書が当然現に発行され 究活動を行って につき、平 月２６日の 調 査研究活

ているにもかかわらず、実態に基づかずに、金額一 おります。 成１７年５ 出された判 動 を行って

律支給することが適当だとお考えでしょうか。 月２６日出 決 に 基 づ お ります。

３．会場に料理屋を選択し、食事代のみ支払ってい に基づき、 き、研究活 回 答申し上

るような支出は違法と判示（平成２０年２月４日名 調査研究活 動を行って げます。

古屋高裁金沢支部判決）されていますが、これを研 動を行って います。こ

修研究費と認められますか。 います。 の旨、ご回

４．パソコン等備品購入に多額の政務調査費が支出 答申し上げ

されていますが、平成１６年９月１８日当時の自民 ます。

新風会が３４６，２９０円でプロジェクターを購入

したうえで、１０月の改選で会派を解散し、会派を

承継したはずの自民清風会は平成１７年８月８日に

プロジェクター（２９８，０００円）を再び購入す

るという不可解な支出を行っています。備品を受け

継いでいないように見受けられます。間に購入した

プロジェクターは従前の自民新風会のある特定な個

人の動産となっているのではないでしょうか。あま

りにも不自然な購入です。一定額（１万円）以上の

備品購入は認めないようにするお考えはありません

でしょうか。

５．交通通信費のうち、プロバイダー代金は各議員

個人宅で契約されているとすれば、代金は定額にな

っており、その利用は政務調査に限られません。支

出についての説明責任が果たせません。政務調査費

の支出項目から除外すべきと考えられますが、どの

ように考えておられますでしょうか。
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質問 日本共産党 民主ク 大原昌幸 中根義金 柵木誠

ラブ

１． 実費弁償で行っています。平成１８年度ま 無回答 条例改正をして実費弁償にす 無回答 無回答

では、当日の夜、翌日の朝については食事 るべきだと考えます。

代（実費もしくは定額）としてつけていま

したが、平成２０年度分からは廃止の方向

で考えています。ただし、翌日の朝につい

ては宿泊費に組み込まれていることもあり

これはそのまま実費として計上します。グ

。 、リーン車は当然利用していません ただし

駅から視察現地が遠い場合、公共交通機関

があっても列車の到着時間などで時間に制

約がある場合などはタクシーの利用を実費

で認めています。

２． ガソリン代、電話代については、平成１８ 領収書を提出義務にするべき

年度まで実費分の半分（領収書添付 ）を です。）

それぞれ上限１万円と５千円を計上してい

ましたが、平成１９年度からは廃止しまし

た。

会派で研修や調査を行う場合は、会場費と 認められません。

講師料のみ計上します。他の団体などが主

催する研修会には、参加費と交通費のみ利

用します。

４． 持ち回りができるよな備品については、耐 金額ではなく、政務調査に必

用年数まで一台の購入に限るべきと考えま 要かどうかで判断するべきだ

す。しかし、実際にはデジカメなどは、個 と考えます。

人がそれぞれその場に持っていなければ利

用ができません。デジカメについては、調

査のため必要度が高いので、各自一台認め

ています。備品にするか消耗品にするかは

ありますが、基本的には行政が備品として

いる２万円が金額的には妥当と考えます。

パソコンも控え室で利用するものについて

は備品として認める方向です。

５． プロバイダー料金については、私用との区 インターネットで政務調査を

別が難しいため、当初から計上していませ 行うのであれば、政務調査費

ん。 として支出するのは問題ない

と考えます。金額については

研究が必要と考えます。
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