
 旧市政クラブの事務所費(政務調査費)についてわれわれは８月８日に監査請求をしたが、その結果が１０

月３日、監査報告として回答された。その内容は、市の監査請求で初めて住民側の請求には理由があるも

のと認めた。監査委員は市長に対して事務所費精算の実態を精査した上で、説明の出来ない金額があれば

市に返還させることという趣旨のものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 住民監査請求の内容は｢市民の目｣２２号に報じたと

おり､平成１８年度、市政クラブは会派で一括受領した

政務調査費から２４名の所属議員全員に対して一律年

額２４万円の事務所費を渡しきりで支払った。われわれ

は事務所費の使途内容が報告されていないことに対し

て条例違反の疑いを持って住民監査請求を起した。 

住民監査請求の回答期限は法律で６０日以内と規定

されている。夏期休暇も含まれ、人手が薄くなる時期で

あったが､監査事務局では当該議員の事務所の実態調

査を戸別訪問まで行うとい前向き姿勢が評価されてい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

その結果として出された監査結果の結論趣旨は、市

長に対して次の処置を講じることを勧告している。 

(関連記事２,３ページに続く) 

 

市政クラブの平成１８年度分の事務所費について、

使途基準に照らし実際の使用状況を充分精査の上、

執行額を確定し、結果として返還すべき事務所費が

ある場合には、不当利益返還請求の必要を講じるこ

と。処置期限は平成１９年１２月２５日 
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「市長は不当利得返還請求等の必要な処置を講じること」 

事務所費問題住民監査請求の結果報告 

市民の目この１枚 

１ 

市立美術館にふさわしい場所か 

大山工業団地から撤退した工場跡地に美術

館が建てられようとしている。工場用地のど

真ん中に美術館がふさわしいのか。これから

の財政不安の中で背伸びをしてハコモノを増

やす必要があるのか。橋本から電車に乗って

都心の立派な美術館に行ける。本当に入場者

が見込めるのか。 



 １０月４日、当会は、今回の住民監査請求に対す

る結果回答を踏まえて市長、旧市政クラブが適正に

措置を講じることと、監査委員の｢意見｣、｢要望｣に

ついても真摯に取り組むことを要請する声明文を

記者発表するとともに、申し入れ書とあわせて両者

に手渡した。この措置は期限付きである。われわれ

は監査事務局より結果報告を受けて、それが不十分

不適切と判断すれば３０日以内に住民訴訟を起す

ことになる。 

 監査結果報告は市のホームページ、当会のホーム

ページで閲覧することができる。 

 

 

 

 

政務調査費に関する監査結果に対する声明 

代表幹事 中野直樹 

１ 相模原市長に「勧告」 

相模原市監査委員は、平成１９年１０月３日付けで、相

模原市長に対し、本年１２月２５日までに、相模原市議

会「市政クラブの平成１８年度分の事務所費について、

使途基準に照らし実際の使用状況を十分に精査の上、

執行額を確定し、結果として返還すべき事務所費があ

る場合には、不当利得返還請求等の必要な措置を講

じること」との勧告を出した。 これは、当会の会員が、

本年８月８日付けで、住民監査請求を行ったことに対

する監査結果である。 

２ 「事務所費」は政治とカネをめぐる疑惑の代表格 

 「事務所費」をめぐって政治家の公金支出の不透明さ

に光があてられ、厳しい社会的批判が加えられている。 

相模原市議会では、平成１７年度から、政務調査費の

「使途基準」のなかに「事務所費」が追加新設された。そ

して早速、市政クラブは、会派として受け取った政務調

査費総額の５分の１を超える５２８万円を、「事務所費」

名目で、所属議員に一人あたり一律に年額で２４万円

ずつ配った。 

 これに対し、当会は、平成１８年１０月に、市政クラブの

「事務所」として届け出されている場所は大半が議員個

人の自宅であり、「事務所費」というあいまいな支出項目

で、不適切な公金支出の抜け道になっている可能性が

高いことを指摘して、会派に対し、「事務所費」名目によ

る支出をやめるべきであるとの申し入れをした。 

 ところが、市政クラブは、平成１８年度においても、改

めることなく、「事務所費」名目で、所属議員全員に、一

律に年額２４万円を分配した（合計で５７０万円）ので、

当会は、住民監査請求を出した。 

３ 政務調査費は議員個人の自由財産ではない 

 法律・条例等により、政務調査費は、「議員の調査研

究活動に資するため必要な経費」とされ、使途を限定さ

れ、使途基準に該当する支出を行ったうえで残余がで

たときには、精算して市に対して返還義務を負うもので

ある。しかも「会派」に対して交付される場合には、異な

る経験をもつ議員が集団で議論した方がよい調査活動

を期待できるためであり、議員個人の活動や後援会活

動に流用してはならないのである。 

「事務所費」については、「調査研究活動のために必要

な事務所の設置、管理に要する経費」とされ、主な支出

項目として「事務所の賃借料、維持管理費、備品購入・

リース代等」と記されている。 

 当会は、市政クラブが、会派としての事務所を維持し

ていないにもかかわらず、形式的に議員個人の自宅に

「会派の事務所」として看板をかかげるだけで、一律に、

年額２４万円を渡し切りで分配したことは、脱法で違法と

考える。このようなことを許せば、分配金が、真に政務調

査に使われているのか、議員個人のために費消されて

いるのか、議長、市長さらには市民による客観的な検 

証ができないからである。 

４ 監査委員も「不透明な支出」「流用」を厳しく指摘 

本監査結果も、「事務所費の一律支給に起因し、具

体の使途に不透明な点があると思料されることや、支給

を受けた事務所費を実際に当該経費に充当していない

と思料される事例が見受けられる」と認定した。 

 本監査結果は、当会の求めていることからすれば不十

分ではあるが、限られた時間のなかで精力的に調査し、

「事務所費」問題の本質に迫ろうとする努力をされたも

のであると評価する。また監査請求の対象となっていな

い平成１７年度分についても実質的に措置を勧告した

見識も評価する。 

５ 自らの手で抜本解決を 

本監査結果により勧告を受けた相模原市長には、立

証責任が会派にあることを十分に自覚されて措置をとら

れることを求める。 

 さらに市政クラブ及び所属議員には、市長の措置さら

には住民訴訟等の手間をとらせることなく、自ら市に返

還をする行動をとることを期待する。■ 

監査結果に対するオンブズマンの声明発表 

２ 



 
 
 
 
<監査結果に関する市長への申入書抜粋> 

１ 平成１９年１０月３日、相模原市監査委員は、

貴職に対し、本年１２月２５日までに、相模原市議

会「市政クラブの平成１８年度分の事務所費につい

て、使途基準に照らし実際の使用状況を十分に精査

の上、執行額を確定し、結果として返還すべき事務

所費がある場合には、不当利得返還請求等の必要な

措置を講じること」との勧告を出しました。 
２ 説明・立証責任が市政クラブにあることから、

市政クラブとしての政務調査として具体的に行った

こととの関連性を吟味されたい。また条例施行規程

は「事務所費」の使途基準として「調査研究活動の

ために必要な事務所の設置、管理に関する経費」を

内容とし、「主な支出項目」として「事務所の賃借料・

維持管理費・備品購入・リース代等」を挙げていま

す。「等」の内容を考察する上では、当然「事務所の

賃借料、維持管理費、備品購入・リース代」と同等

の実体を備えたものでなければなりません。その支

出内容が「事務所費」の使途基準に適合しているか

どうかを確認できない場合には、適法な支出でない

と推認するという判断をすべきであることを申し入

れます。 
 
 
 
 

 

 2003 年(平成 15 年)に発注し、2004 年 3 月の工期

終了直前に予定価格の計算ミスが発覚した、市庁舎

近くの公共下水道工事で、市の土木部はそのミスに

よる市への損害を隠蔽するために架空工事を画策、

契約金額である 1 億 4２00 万円を支払い、架空工事

部分の 2700 万円の実質的損害を市に与えた。 

 この事件を知った本オンブズマンは市を提訴、2

年半の裁判の結果、今年 9 月 3日横浜地方裁判所の

和解勧告を受け入れていた。この和解で、元助役の

山口秀夫、元土木部長の岩本和紀(共に退職ずみ)他

７人の職員を戒告の懲戒処分にした。 

処分された 9人は、12 月の期末・勤勉手当が減額 

<監査結果に関する会派会長への申入書抜粋> 

１．相模原市監査委員は、貴会派が平成 18 年度の政

務調査費のうち事務所費に関し精算した内容につい

て、加山市長に対し、使途基準に照らし実際の使用

状況を充分精査の上、執行額を確定し、結果として

返還すべき事務所費がある場合には、不当利得返還

請求等の必要な措置を講じるよう勧告しました。 

２．そのことについて、当会は 10 月４日付で「政務

調査費に関する監査結果に対する声明」を発表しま

した。そこでは、もともと事務所経費そのものが公

金使用の確たる裏づけや証明が極めて困難なこと、

そのために政治とカネの疑惑の温床になっているこ

と、政務調査費が議員個人の自由財産でないこと、

さらには監査委員が関係議員宅への訪問調査や説明

聴取の結果、不透明な支出や流用の存在を思料せざ

るを得ないと結論付けていることを述べました。 

３．新聞報道では、本監査結果について会長は「真

摯に受け止める」とのコメントを発表されたようで

す。私たちは、その真摯な行動がなされるか否か注

目しています。明瞭な説明が出来ない支出、裏付け

の無い支出は「事務費」に含めない取り扱いをすべ

きです。議員各位も、大胆且つ真摯な解決をされる

よう申し入れます。 

 

 

 

 

され、その額は最高約７万 5千円から 14 万円になる 

という。総務局職員課では戒告を受けた職員名を公

表していない。 

一方、裁判所が決めた和解条件は、受注業者が 90

万円、元土木部長は 34 万円、元同次長 33 万円、元

下水道整備課長33万円の合計190万円を市に和解金

を支払うというもので､これはすでに実行された。 

 

本会が市長、市政クラブに申し入れ書 
事務所費監査結果に基づく適正な履行を！

３ 

下水道架空工事事件で市職員ら９名を戒告処分 

      市が和解条項に基づく決着
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報道 

転載 



 

５ 



■ よこはま市民オンブズマン 

政務調査費問題の関心事はもっぱら「事務所費」だ

が、ここでは「広報費」を取り上げ、「政務調査費を広報

費に使用するのは違法」と提訴した。その理由として、

①広報誌発行や HP 開設は調査とは何の関係もない、

②調査の概念に広報は先験的に含まれないことは社

会通念上明白である、の 2 点をあげている。 

■ 行政監視グループ「見張り番」(大阪府) 

このグループは、大阪府議 112 名の政務調査費の情

報公開を求め、その結果監査請求をしたが、府監査委

員は４人の監査委員のうち議員ら関係者が 3 人いたた

め、外部監査に委託した。結果では０４，０５両年度で 3

億 4000 万円の目的外支出を認定、市長は議員に対し

返還請求すべきだと勧告した。（現在、われわれ市民オ

ンブズマンの指摘を受け、相模原市でも市長に対し監

査委員は同様の勧告を行っており、議員がどこまで疑

いを認め返還をするか注目されている。） 

 

     

「談合」という言葉自体は、相談や話し合いのこと

で、英語では Conference といい、国際会議や大会、

さらには政治の世界でも両院協議会などに使われ

る。では、なぜ公共事業・工事の入札における談合

が犯罪として非難されるのか、考えてみたい。 

 まず、談合についての次の用語を検証したい。[小

学館刊・大辞泉から引用] 

談合請負 複数の請負人があらかじめ入札価格や

利益配分などについて話し合いをしておいて、請

負入札すること。 

談合行為 競売または入札に際して、複数の競争者

があらかじめ入札価格などを協定すること。 

談合罪  競売又は入札の競争者たちが、公正な価

格を害し、または不正の利益を得る目的で、あらかじ

め相談し、その一人に競落させるように約束する罪。 

 

公共事業・工事の費用は言うまでもなく、国民・

市民の税金から出される。もし、上記の定義から、｢不

正の利益｣が税金から得られるとすれば、明らかに国

と地方公共団体への犯罪である。 

 そこで、相模原市ではそのような談合が存在する

のかしないのか、が気になるところである。その答

えは「結果としては NO」である。実際はどうか。こ

れまでにも、新聞社への談合情報のニュースや「さ

がみはら市民オンブズマン」に対してのいくつかの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報も寄せられてきていることは事実である。 

 談合の存在が推測される根拠は、いわゆる｢高い落

札率（予定価格の９９％から９５％）｣ や時系列的

に順序正しい落札業者一覧などである。確かに数億

円もの契約高の入札額が、２番札との差が１万円と

いうサーカス並みの競争力を示すものには、ただ驚

くばかりだ。しかし、理屈から言えばありえないこ

とではなく、発注者である市側から、｢談合しただろ｣

とはいえない。「はい、やりました」という業者はい

ないからだ。 

  これまで談合が摘発され、犯罪が構成されたの

は、ほとんどが業者仲間からの生々しい｢内部告発｣

しか無いと、断言しても良いのではないか。談合に

組しない正義感に満ちた経営者が厳しい戦いを強い

られている現実を見れば、「談合は業界共生の必要

悪」という人たちの言い訳も通る世の中である。談

合撲滅の妙案はあるのか、業者個々のモラル確立し

かないのか。｢電子入札｣も決定打ではないようだ。 

 

■「かながわ」「よこはま」「かわさき」オンブズマン 

県下のオンブズマンでも大手の３団体は、(財)かなが

わ廃棄物処理事業団(通称・かながわクリーンセンター)

は税金の垂れ流しではないかと、9 月 3 日一斉に神奈

川県、横浜市、川崎市の３自治体に監査請求を行った

が、10 月末から 11 月はじめにかけて全て棄却となっ

た。それを受けた３オンブズマンは、11 月 29 日の期限

までに提訴することを決定した。監査請求にはオンブズ

マンメンバー以外の県・市民も加わっていたが、提訴に

加わるのはオンブズマンのみにすることが決まった。

（解説：３自治体は本センター建設費 132 億円のうち 24

億円を貸付、国は 22 億円を補助、銀行からの借り入れ

77 億円、民間業者 8 億円だった。同センターは操業開

始後 6 年で 23 億円の赤字を出したが、3 自治体は 25

億円を負担してやっと経営している） 

 

談合を考える 

ホームページ開設のお知らせ 
さがみはら市民オンブズマンでは市民の皆様への情報発信

とコミュニケーションの円滑化のために公式のホームペー

ジを開設しました。 

今後、広報紙「市民の目」とあわせてご利用くださるよう

お願いします。 

URL: http://citizeneyes.web.fc2.com/ 

ご連絡はホームページのメールボタンからお願いします。

６ 

他オンブズマンの動向 

赤倉昭男 



 
 

 
 

  
 
市民の期待に応える裁判を 

二川昭三 

初めて経験する裁判傍聴は考えさせられることが

多かった。2 年半に及ぶ裁判期間は長いと感じたが、

肝心の法廷は証人尋問の 2 日間を除けば数分という

極めて短時間だっていた。裁判長、原告・被告代理

人の日程調整の結果、１～2 ヶ月おきの開廷となっ

た。その上被告(市)側弁護士の不勉強で、無駄な日

時が多かった。その他の問題は、期間中に裁判長が

3 度も交代したこと、市側の弁論とその証人の証言

内容が食い違っていたこと等が気になった。 

 いずれにしても、監査機関や議会の税金使途への

チェック能力があれば、今回の裁判は不要だったし、

「和解」に至る双方のコスト、とりわけ行政側の浪

費も生じなかったのである。最後に、裁判は行政側

有利、原告側不利が基本的にあるのではないかとの

感想を持ったことを付け加えておきたい。 

 

判決のものさし 

和田達夫 

多くの市民が関心を寄せていた裁判である。その

市民の声は、これだけ明確な不祥事に対してこんな

和解を何故受け入れたのかという受け止めであった

ようだ。すなわち、裁判とは終わってみなければ分

からないといわれる意味がよ～く分かった。裁判で

使われる「ものさし」は法律である。特に狭い範囲

の権利だけで闘う住民の行政訴訟の「ものさし」は

また格別である。途中経過で、「原告の気持ちは分か

るが法律論から言ったらどうなるか・・・」という

裁判長のつぶやき（？）から、減額して増額(架空工

事分)という明確な証拠が示せない限り完全勝利は

危ういと理解した。しかし、被告勝訴の感触を得た

被告代理人が最初の和解提案を拒否したが、持ち帰

った市側の冷静な判断が市の傷をさらに深めるのを

防いだといえるのではないか。 

 

「和解」は裁判所のサボタージュではないか 

赤倉昭男 

 私たち原告団の訴訟目的は、相模原市議会で明ら 

かにされた市の下水道工事に関する架空工事の疑惑

を晴らすことにあった。そのための前段階として、

情報公開と監査請求があった。その独自の情報分析

は、架空工事の存在に確信を抱くものであった。 

 裁判の途中で、市側は 1248 万円の合理性の欠け

る支出があったことを認めたのである。この不合理

な支出の受け手は請け負い業者で、明らかに実施し

なかった工事代金を手にしたというしかない。これ

を業者に返金させられなかった市の担当部局はどう

市に対して償うのか。 

 裁判所はなぜ、原告が主張した市側の敗訴を判断

せず、和解という形を選択したのか。和解というの

は、お互いが争点を引っ込め、仲直りすることだ。

それなら裁判所に判断を求める意味は無い。これは

裁判所の怠業、すなわちサボタージュといえるので

はないか。 

 

あじな裁判結果としての“和解” 

小美野耿尋 

 「マンホール数を間違えたミス」で発注し、業者

が「後ろめたい」と告白するほどうまい受注だった。

市は「それを減額して別の追加工事を増額した」と

いい、業者は「６４個での工事を受注してはいない

し、減額を合意してはいない」という“虚構”。 

裁判で判断されるのは、市の支払いが、「契約に従

って正当かどうか」なのだという“壁”。 

 この特殊な「法律の構造」の壁と、市と業者の密

室での談合による主張を崩せず、市民の常識が通用

しなかったが、「1,248 万円は説明ができない」と市

に明らかにさせたことは重要な“資産”である。 

 

下水道架空工事和解について 

天童靖典 

平成 16 年末オンブズマンにて、積算ミスによる

2,768 万円の監査請求からスタ－トした、住民訴訟

が平成 19 年 9 月 3 日和解にて結審したが一市民と

して違和感を覚える。理由は税金が無駄に使われた

のに、担当職員および施行業者の 190 万円の和解金

を、市に払う事で終了したからである。行政をチェ

ックする市議会・建設委員会所属議員の責任は重大

である。税金の使われ方では市職員の常識では考え

られない残業代、議員の事務所費、又、100 億円近

い補助金も「補助金条例」に従って、忠実に使われ

ているのか、今こそオンブズマンの眼力が必要な時

は無いと思う。 

 

架空工事裁判原告団の声 
初めての住民訴訟に参加した５名の原告団の方々の感想を聞かせていただきました。 

７ 



★事務連絡先／☎042-749-9140 赤倉昭男 入会･情報などの連絡にご利用ください。 

■役員一覧■ 代表幹事・中野直樹 事務局長・赤倉昭男 事務局次長・大箸 了／中島芳枝／二川昭三

／和田達夫 会計・二川昭三 会計監査・小美野耿尋／天童靖典 URL:http://citizeneyes.web.fc2.com/ 

 

 

                     
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

●   Time flies like an arrow! まさに光陰矢のごとし、

です。もう新年の足音が聞こえます。当オンブズマ

ンでは、恒例の新年会を０８年１月１４日（月、成人

の日）に相模原市民会館で開催します。時間は午

前１１時から午後２時まで、ランチをしながら、放談・

奇談・珍談・歓談なんでもありのにぎやかな会にし

たいと思います。８月の篠原の里・合宿に参加され

た旧津久井郡４町の皆さんもぜひご参加ください。

申し込みは FAX（０４２－７４９－９１４０赤倉）へ氏

名・住所・連絡先を、１２月中にお願いします。（部

屋の選択のため、早めの把握が必要です）。 

●  隔月発行の広報紙の編集・印刷・配布作業は会

の重要な活動の一つですが、現在は会員の限られ

た常連メンバーで行われています。これまで参加し

たことが無い会員、これを機会にオンブズに関心を

寄せてみたい読者の方、ぜひ印刷や組み込み作

業（けやき会館３階の市民活動サポートセンター

内）に来て見てください。結構楽しい時間です。日

時は通常月末最終日の午前１０時から午前中いっ

ぱいです。次回は１月３１日を予定しています。 

●  会では、情報公開、監査請求、訴訟、広報紙発

行などで、経費が掛かっています。皆様の年会費

（会員３０００円、賛助会員２０００円）やご寄付のお

かげで何とか運営していますが、これからも活動強

化のため、読者の皆さまも含め、今後ともよろしくご

支援お願いします。（郵便払い込み口座番号００２

９０－８－１１２０６５、加入者名・さがみはら市民オ

ンブズマン） (赤倉) 

 

市民の声  事務局だより

１２・１・２月の予定 

12 月 7 日 １７：３０ 役員会(市民活動サポートセンター) 

１月 14 日  11：00 新年例会(市民会館第２会議室) 

2 月 4 日  １７：３０ 役員会(市民活動サポートセンター) 

2 月１8 日  １９：３０ 月例会(市民活動サポートセンター) 

８ 

編集後記 

 この号を編集中に木枯らし一番が相模原にも

吹き荒れました。冬は確実にやって来ます。温暖

化、遅い秋ということで冬への構えが遅れると怖

いインフルエンザに対する備えもおろそかにな

ります。 
 今年もいろんな問題がありましたが、国と国

民、行政と市民、メーカーと消費者間の信頼関係

がここまで崩れて年を越すのも珍しいと思いま

す。オンブズマンは一つ一つ進歩前進していると

信じているのですが、手を変え品を変え現れる不

祥事に気を抜くことは出来ません。（和田） 

相模原の文化を考える 

橋本欽至

 いま市議会や芸術家協会を巻き込んだ美術館建設

論争が市民の関心を集めていますが、｢文化｣という幅

広いカテゴリーから考えると、印刷技術の向上を追及し

ている私も、文化に対するある考えを持っている。 

 過去の産業革命から高度経済成長を経て、時代は今

アナログからデジタルへと成熟、変容する中で、人間本

来の持つ心が忘れられていることに気づきます。しか

し、その時代変化の中であらたな文化（心）を生み出す

機会も生まれているのではないでしょうか。 

宣伝と取られると不本意ですが、私どもは創業４０年

で培った印刷技術に、欧州で開発された超高精細デジ

タルスキャナーによるジークレー（Giclee)版画方式を導

入、新しい文化空間の創造を考えています。特に力を

注いでいるのが有形文化財の保護と活用です。歴史的

に貴重な芸術作品や資料類は経年劣化や破損の恐れ

を抱いています。これまで多くの文化資産は、博物館

や美術館の倉庫に寝かされ、｢保存｣と｢公開｣という相

反する命題を抱えてきました。 

 大切なオリジナルはしっかり保管、精巧なレプリカを

広く、自由に公開し、気軽に学校教育や一般市民に公

開し鑑賞に供する環境を作ることこそ、新しい文化空間

創造のカギとなるのではないでしょうか。実物と見分け

がつかないデータファイルは研究分野にも応用され、

いわゆるデジタル・アーカイブ（記録保管）の領域にも

広く活用されています。 

 “文明(技術)が文化(心)を創る”は、これからのより成

熟した社会の求める姿であると考えています。「芸術作

品は公開されて始めて芸術だ」と語った石原慎太郎東

京都知事ですが、死蔵されて市民の目に触れない多く

の優れた作品を新しい技術(文明)を駆使して公開した

いというのが私の夢でもあります。（印刷業経営、すすき

野在住） 


