
長野県職員に関する措置請求の監査結果 

 

 

第１ 監査の請求 

 １ 請求人及び請求人代理人 

  (1) 請求人 

    上田市  宮 澤 幸 治ほか 145 名 

（別記１「請求人一覧表」の「請求人」欄記載のとおり）（省略） 

  (2) 請求人代理人 

      北佐久郡軽井沢町  松 葉 謙 三 

    佐久市       森 泉 邦 夫 

 

 ２ 請求書の提出 

   請求書の提出は、平成 17 年８月 25 日から同年 10 月 13 日までの間である。 

（別記１「請求人一覧表」の「請求書の提出」欄記載のとおり）（省略） 

 

３ 請求の内容 

   提出された長野県職員措置請求書による請求の要旨は、次のとおりである（原文の

まま。ただし、別紙１、別紙２、別紙３及び別紙４は省略。）。 

 

   請求の要旨 

   第１、各会派の政務調査費の違法、不当な充当の中身 

１、自由民主党県議団 

  自由民主党県議団は、別紙１のとおり、①必要性がないのに、必要であると

称して、県議団支部事務所を借用し、政務調査費を充当し、又は按分比率を高

く充当し、②県議団員の親族を支部職員として雇用し、その給与に、政務調査

費を充当し、③飲酒を伴う懇談会（懇親会）に政務調査費を充当し、⑤必要性

がないのに宿泊費に政務調査費を充当した。 

２、緑新会 

  緑新会は、別紙２のとおり、①必要性がないのに、必要であると称して、会

派の支部事務所を借用し、政務調査費を支出し、又は按分比率を高く充当し、

②会派議員の親族を支部職員として雇用し、その給与に、政務調査費を充当し、

③飲酒を伴う懇談会（懇親会）に政務調査費を充当し、④政務調査に必要性が

ない旅費に政務調査費を充当した。 

３、志昻会 

  志昻会は、別紙３のとおり、①必要性がないのに、必要であると称して、会

派の支部事務所を借用し、これに政務調査費を支出し、又は按分比率を高く按
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分し、⑤必要性がない県外視察に政務調査費を充当し、⑥ガス代、電気代、新

聞代、電話代における私用、後援会、会派事務所の負担按分割合を不当にし、

政務調査費を多く充当した。 

４、県民クラブ・公明 

  県民クラブ・公明は別紙４のとおり、①必要性がないのに、必要であると称

して、会派の支部事務所を借用し、これに政務調査費を支出し、又は按分比率

を高く充当し、②会派議員の親族を支部職員として雇用し、その給与に政務調

査費を充当し、③飲酒を伴う懇談会（懇親会）に政務調査費を充当し、⑤必要

性がない県外視察に政務調査費を充当した。 

第２、返還すべき理由 

① 支部事務所の賃借料は不必要 

      会派の支部事務所の多くは、議員個人の後援会事務所と兼ねているが、「○

○○○後援会事務所」という看板を出すことは、選挙対策上必要であるが、県

会議員の仕事は、弁護士や司法書士や税理士のように依頼者と頻繁に連絡を取

り、頻繁に依頼者が来所し、事務員と弁護士などが常駐する仕事ではない。し

たがって、自宅事務所程度で十分であり、自宅から独立した事務所は、通常必

要性が少ないと考えられる（もちろん、真に有効に活用し、必要性がある場合

もあろう）。また、自分の親族、自分の関連会社から賃借している例が多く、

古田議員、萩原委員、小池議員、小林宗生議員、高見沢議員、保科議員、清水

洋議員、牛山議員、小松稔議員、小林利一議員などである。自分の関連会社や

親族が貸主でなければ借りない、または、政務調査費が充当できなければ借り

ない、という可能性が高い。政務調査費を賃借料に支出する限り、その必要性

を厳格に明らかにさせるべきであり、賃借している事務所をどのように使用し

ているか、事務員が常駐しているか、電話を設置しているか、そこに設置して

いる電話番号は何番か、など、何のために必要かを証明させるべきである。そ

れが明らかにならなければ、政務調査費を充当すべきではない。また、このよ

うに、多くの議員に支部事務所は必要性がない限り、例外的に、必要性がある

議員がいても、これに政務調査費を充当すべきではないとも考えられる。仮に

必要性があるとしてもマニュアルによると、後援会との按分比率は 50％の充

当が上限であるにもかかわらず、75％、80％も政務調査費を充当しているのは、

違法、不当である。 

      監査委員は、本監査請求において、各会派にこのこと明らかにさせなければ

ならない。 

② 支部事務所－親族を雇用 

      多くの支部事務所と称する事務所の中で、労働実態はせいぜい１ヶ月 40 時

間から 60 時間程度のものが多く、親族を雇用していると推定されるものがあ

る。小林実議員、塚田一議員、古田議員、佐藤友昭議員などである。 

 2



      長野県議会の政務調査費マニュアル 12 頁によると、「議員の親族を政務調査

活動補助員として雇用し、政務調査費を充当することは誤解を招きやすいので

適当でない。ただし、親族が調査活動に関して専門的知識がある場合など、親

族を雇用する特別な理由が必要であり、社会通念上妥当と判断される雇用形態

を有している場合に限り政務調査費を充当することができる。」と定められて

いる。したがって、親族を補助員として雇用し、政務調査費を充当する場合、

専門的知識を有することを証明する義務がある。そうでない限り、返還する義

務がある。 

③ 飲酒を伴う飲食費 

      長野県議会政務調査費マニュアル７頁によると、「調査研究活動の一環とし

て開催されるものであっても、飲酒を伴う会合の飲食費には政務調査費を充当

しないものとする」と定められている。3,000 円以上の会費を伴う懇談会（懇

親会、新年会はもちろん）は原則として飲酒を伴う飲食費と推定される。しか

るに、多くの議員は、これらの懇親会などに対する会費に政務調査費を充当し

ているが、返還する義務がある。 

④ 調査研究活動に不必要な旅費 

      政務調査費は、会派に支出されたのであるから、政党活動や後援会活動や私

的な活動に対しては、政務調査費を充当できない。しかるに、県会議員らは、

調査研究とは思われない活動に対し、政務調査費を充当している。 

⑤ 県外視察での無駄な宿泊費、旅費、研修費、土産代 

      政務調査費を充当する限り、その必要性が厳しく問われなければならない。

しかるに、１泊でできる調査研究活動なのに、観光目的のために２泊したり、

日帰りで調査できるにも関わらず、観光目的で宿泊していると思われるものが

ある。県民クラブ・公明と志昻会は、視察と称して、観光旅行目的と推定され

る場所へ行き、宿泊をし、旅費宿泊費、研修費に政務調査費を充当した。また、

官公署を視察する場合、土産を持参することは、公務員個人が公務をして土産

をもらうこととなり、公務員倫理に反するものであり、土産を持参すべきでな

く、政務調査費を充当すべきでない。 

    ⑥ ガス代、電気代、新聞代、電話代、各種団体の会議出席の旅費・会費負担に

おける私用、後援会、会派事務所の負担按分割合の不当性 

      マニュアル３頁には「事務費及び人件費の按分については、２分の１を上限

とする」と定めているのに、政務調査費を 70％、80％充当している会派、議

員がいる（志昻会など）。また、マニュアル９頁には調査研究活動事務所、政

治団体事務所、住居を兼ねている場合の光熱費、電話料金、上下水道代金、賃

借料の按分の限度額を定めている。大部分の会派議員は３つを兼ねているので

あるから３分の１しか政務調査費を充当できないのに、50％程度政務調査費を

充当している。事務所を借り上げているとしている議員も実際には自宅に設置
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してある電話、光熱費などにつき、50％按分して政務調査費を充当しているこ

とが多い。自宅に設置しているのか、借り上げた事務所に設置してあるのか確

かめる必要性がある。 

      新聞代などは、ほとんどの議員が全額政務調査費を充当しているが、私用や

後援会からも費用を出すべきである。 

   第３、正当な理由 

     本件請求の中には、行為があってから１年以上経過したものがあるが、平成

16 年度政務調査費の資料が公開されたのは、平成 17 年６月１日であり、１年経

過したことの「正当な理由」があることは明白である。 

   第４、結論 

     よって、監査委員は、長野県知事に対し、次のとおり勧告することを求める。 

    「長野県知事は、平成 16 年度の政務調査費の返還として、自由民主党県議団に

対し金 549 万 3300 円を、緑新会に対し金 318 万 260 円を、志昻会に対し金 130

万 3408 円を、県民クラブ・公明に対し、金 214 万 9007 円を返還させること。」 

     上記のとおり、地方自治法第 242 条第１項の規定により別紙事実証明書を添付

の上必要な措置を請求する。 

 

４ 請求の受理 

   本件請求は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 242 条

所定の要件を具備しているものと認め、平成 17 年９月２日から同年 10 月 13 日まで

の間にこれを受理した。 

（別記１「請求人一覧表」の「請求の受理」欄記載のとおり）（省略） 

 

 ５ 請求人の証拠の提出及び陳述 

   請求人は、請求人代理人をして、平成 17 年 10 月 11 日に、証拠書として、萩原議

員後援会事務所に関する報告書他４点を提出した。 

また、請求人に対して、法第 242 条第６項の規定により、平成 17 年 10 月 13 日に

証拠の提出及び陳述の機会を設けた。 

請求人は、平成 17 年 10 月 13 日の陳述において、請求人代理人とともに請求の趣

旨の補足を行った。請求人の陳述の際、法第 242 条第７項の規定により、監査対象機

関の職員の立会いを認めた。 

 

 

第２ 監査の実施 

 １ 監査対象事項 

   請求人の請求の要旨等から、平成 16 年度一般会計の議会費の政務調査費のうち、

本件請求に係る政務調査費の支出について監査対象とした。 
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   本件請求に係る支出に対する政務調査費については、支出の日から１年を経過した

後のものがあるが、政務調査費の交付に関する条例（平成 13 年長野県条例第 25 号。

以下「条例」という。）第 12 条第２項の規定による閲覧が可能になった時期が平成

17 年６月１日であることから、法第 242 条第２項ただし書に規定する正当な理由が

あると認められるので、監査の対象とする。 

 

 ２ 監査対象機関 

   議会事務局総務課について監査を実施した。 

 

 ３ 監査対象機関の陳述 

   監査対象機関の陳述は、平成 17 年 10 月 13 日に実施した。監査対象機関の陳述の

際、法第 242 条第７項の規定により、請求人及び請求人代理人の立会いを認めた。 

 

 ４ 関係人調査の実施 

   法第 199 条第８項の規定により、本件請求に係る支出のうち事務所賃借料及び調査

研究に要する交通費の支出について、関係議員等との面接及び電話照会による調査を

実施した。 

 

 ５ 監査委員の除斥 

   本件請求の監査において、法第 199 条の２の規定により、高橋宏委員は監査手続き

に加わらなかった。 

 

 

第３ 監査の結果 

 １ 事実関係の確認 

   監査対象事項について、関係する条例又は規則等との照合、関係書類等の調査、監

査対象機関からの事情聴取及び陳述並びに関係人調査を実施した結果、次の事項を確

認した。 

 

  (1) 政務調査費について 

    平成 12 年４月のいわゆる地方分権一括法の施行により地方公共団体の自己決

定・自己責任が拡大する中で、議会が担う役割は、ますます重要なものとなり、会

派又は議員の調査研究活動の基盤を充実させ、ひいては地方議会の審議能力を強化

し、その活性化を図るため、平成 12 年５月の法の一部改正により、地方公共団体

の議会における会派又は議員に対し、条例により政務調査費を交付することができ

ることとなり、長野県議会においても、平成 13 年３月に条例及び政務調査費の交

付に関する条例施行規程（平成 13 年長野県議会告示第１号。以下「規程」とい
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う。）を制定した。 

   ア 条例の関係規定（抜すい） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法第 100 条第 13 項及び第 14 項の規定により、

長野県議会議員（以下「議員」という。）の調査研究に資するために必要な

経費の一部として、長野県議会における会派（以下「会派」という。）に対

し、政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （政務調査費の交付対象） 

第２条 政務調査費は、会派（所属議員が１人の場合を含む。以下同じ。）に

対し交付する。 

      （政務調査費の額等） 

第３条 政務調査費の額は、月額 31 万円に会派の所属議員の数を乗じて得た

額とする。 

      （政務調査費の交付） 

     第６条 知事は、毎月 10 日（その日が長野県の休日を定める条例（平成元年

長野県条例第５号）第１条第１項第１号又は第２号に掲げる日に当たるとき

は、その日の直前の同項第１号又は第２号に掲げる日以外の日）に、当該月

分の政務調査費を交付するものとする。 

      （政務調査費の使途） 

     第７条 会派は、政務調査費を議長が定める使途基準に従い使用しなければな

らない。 

（収支報告書等） 

第８条 会派は、議長が定める収支報告書（その年度において交付を受けた政

務調査費に係る収入及び支出の報告書をいう。以下同じ。）に地方自治法第

100 条第 13 項に規定する調査研究に関する収入又は支出であることを証す

る領収書その他の書類の写し（次項及び第 12 条において「証拠書類の写

し」という。）を添えて、その年度の末日から 30 日以内に議長に提出しなけ

ればならない。 

（議長の調査） 

第 10 条 議長は、政務調査費の適正な執行を確保するため、第８条の規定に

より収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。 

      （政務調査費の返還） 

     第 11 条 知事は、会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額か

ら、当該会派がその年度において行った政務調査費による支出（第７条に規

定する使途基準に従って行った支出をいう。）の総額を控除して残余がある

場合、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。 
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      （補則） 

     第 13 条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項

は、議長が定める。 

        附 則 

      （政務調査費の額の特例） 

     ２ 平成 15 年５月１日から平成 18 年３月 31 日までの間に交付する政務調査

費の額は、第３条第１項の規定にかかわらず、月額 29 万円に会派の所属議

員の数を乗じて得た額とする。 

   イ 規程の関係規定（抜すい） 

      （趣旨） 

     第１条 この規程は、政務調査費の交付に関する条例の規定に基づき、政務調

査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（政務調査費の使途基準） 

第３条 条例第７条の使途基準は、別表のとおりとする。 

     （別表）（第３条関係） 

項 目 内 容 

調査研究費 会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並

びに調査委託に要する経費 

研修費  会派が行う研修会、講演会等の実施に必要な経費並びに

他団体が開催する研修会、講演会等への所属議員及び会派

の雇用する職員の参加に要する経費 

会議費 会派における各種会議に要する経費 

資料作成費  会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経

費 

資料購入費  会派が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入

に要する経費 

広報費  会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動

に要する経費 

事務費  会派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費 

人件費  会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費 

 

  (2) 政務調査費マニュアルについて 

政務調査費マニュアルは、政務調査費の交付を受けた県議会の各会派自らが政務

調査費を使用する際の指針とすべく、県議会運営委員会検討会議における検討・協

議を経て、平成 16 年８月に策定された。 

県議会の各会派が調査研究活動に要する経費へ政務調査費を充当する場合の取扱

いについては、政務調査費マニュアルを参考とした上で、各会派の調査研究活動の
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実態により自主的に判断することとされており、こうした政務調査費マニュアルの

位置付けは、策定にあたった県議会運営委員会検討会議において確認されている。 

   ア 政務調査費マニュアルの関係規定 

    (ｱ) 政務調査費の使途基準 

項 目 内 容 

調査研究費  会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並

びに調査委託に要する経費 

 （調査委託費、交通費、宿泊費等） 

研修費  会派が行う研修会、講演会等の実施に必要な経費並びに

他団体が開催する研修会、講演会等への所属議員及び会派

の雇用する職員の参加に要する経費 

 （会場費・機材借り上げ費、講師謝金、会費、交通費、

宿泊費等） 

会議費 会派における各種会議に要する経費 

 （会場費・機材借り上げ費、資料印刷費等） 

資料作成費  会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経

費 

 （印刷・製本費、原稿料等） 

資料購入費  会派が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入

に要する経費 

 （書籍購入代、新聞雑誌購読料等） 

広報費  会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動

に要する経費 

 （広報紙・報告書等印刷費、送料、通信費等） 

事務費  会派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費 

 （事務用品・備品購入費、通信費、事務所借上料・管理

運営費等） 

人件費  会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費 

 （給料・手当、社会保険料、賃金等） 

 

(ｲ) 使途基準の運用指針 

ａ 按分にあたっての指針 

(a) 按分を要する項目 

政務調査費を規程別表に掲げる項目のうち、事務費及び人件費に充当す

る場合で、調査研究活動とそれ以外の活動に係る経費とを明確に区分し難

い場合にあっては、時間割合その他合理的な方法により按分して充当する

ものとする。 
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なお、必要な場合には、その他の項目についても実態に応じ、按分して

充当するものとする。 

      (b) 按分割合の上限 

        事務費（専ら調査研究活動のために使用される事務所並びに事務機器に

係る経費を除く。）及び人件費（専ら調査研究業務のために雇用した職員

及び勤務実績表等により調査研究業務と他の業務に従事した実態が明確に

区分できる職員に係る人件費を除く。）の按分については、２分の１を上

限とする。 

     ｂ 項目別充当方針 

      (a) 交通費・宿泊費等 

        本会議及び委員会活動に係る交通費・宿泊費等は、公費で費用弁償され、

会派（議員）の調査研究活動に係る交通費・宿泊費等は、政務調査費を充

当することとなることから、政務調査費の充当にあたっては、公費出張と

の均衡を図るため、県の旅費規程を準用するものとする。 

       【宿泊費等への充当方針】 

       ○ 宿泊料金 ⇒ 素泊まり代、冷暖房費、サービス料、消費税、入湯税

等の宿泊に要する実費に充当できるが、14,800 円を上

限とする。 

        ※ 明細のわかる領収書を徴し、写しを収支報告書に添付する必要があ

る。 

       ○ 食卓料 ⇒ 定額 3,000 円［内訳：夕食代 2,100 円、朝食代 900 円］ 

        ※ 領収書は不要 

      (b) 会 費 

        会費への政務調査費の充当に際しては、会費の支出対象である団体の活

動内容や実態が調査研究活動に適うものである必要があり、会派（議員）

が所属しない他団体の主催する意見交換会等の参加費については、あくま

でも実質的な意見交換が中心である場合に充当できるものとする。 

       【懇談会等への出席に要する会費】 

        会派（議員）が所属していない他団体が主催する実質的な意見交換を目

的とした会合に付随する（連続する）懇談会であって、会費の額が明確に

定められており、その金額も社会通念上妥当な範囲のものである場合に限

り充当できるものとする。 

        なお、政務調査費を充当する場合には、5,000 円を限度とする。 

      (c) 会議費（食糧費） 

        会議等における食糧費に政務調査費を充当する場合にあっては、公職選

挙法の制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲のものであること

を前提とした上で、食糧費の支出自体が調査研究活動としての会議等との
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一体性がある場合に限って充当できるものとする。 

       【政務調査費の充当が不適当な経費】 

       ○ 会派や議員間での懇談・懇親を目的とした会合に要する経費 

       ○ 飲酒を伴う会合に要する経費 

         （調査研究活動の一環として開催されるものであっても、飲酒を伴う

会合の飲食費には政務調査費を充当しないものとする。） 

      (d) 事務費（事務所経費） 

       【事務所の要件】 

        事務所経費への政務調査費の充当にあたっては、次のような「事務所」

としての要件を備えており、実際にそこが調査研究活動に使用されている

場合に充当できるものとする。 

        なお、事務所の購入費に政務調査費を充当することはできないものとす

る。 

       ○ 事務所としての外形上の形態を有していること。 

○ 事務所としての機能（事務スペース、応接スペース、事務用備品等）

を有していること。 

       ○ 賃貸の場合には、原則として会派又は所属議員が契約者となっている

こと。 

        ※ 長野県においては、政務調査費が会派に対して交付されていること

から、事務所が会派の支部事務所等として位置付けられていることが

適当である。 

       【事務所経費の按分方針】 

会派（議員）活動は、調査研究活動と他の活動が渾然一体となっている

ことから、事務所経費への政務調査費の充当にあたっては、各活動の実績

に応じて按分して充当する必要がある。 

ただし、会派（議員）活動は、個々で異なるため一律の按分割合を示す

ことは不合理であることから、それぞれの会派（議員）の活動割合に応じ

た合理的に説明可能な範囲で、按分率の積算根拠を明確にしておくものと

する。 

   事務所を後援会及び住居等と共用する場合 

 可能な限り事務所の賃貸借契約、電話、ガス、水道等の契約を分離する

ことが望ましいが、手続き的に困難な場合は、現に調査研究活動に当てら

れている実態に応じて按分するものとする。 

 なお、住居等を兼ねた事務所の上下水道代金及び賃借料へは政務調査費

を充当しないものとする。 
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      【事務所経費への充当限度額】 

        事務所の形態に応じた費目別の政務調査費充当限度額（按分率の打切り

上限）の基準を以下のとおりとする。 

事務所の形態

（事務所が兼ねる機能） 光熱費 電話料金
上下水
道代金

賃借料

調査研究活動専用事務所 全　額 全　額 全　額 全　額

調査研究活動事務所
＋政治団体事務所

１／２ １／２ １／２ １／２

調査研究活動事務所
＋住居等

１／２ １／２ － －

調査研究活動事務所
＋政治団体事務所＋住居等

１／３ １／３ － －

費　目

      (e) 事務費（備品等） 

        事務機器等のリース料に政務調査費を充当する場合にあっては、事務所

経費と同様に按分して充当するものとする。 

   【事務機器リース料】 

   ○ 充当限度額 

         政務調査費充当限度額（按分率の打切り上限）の基準を以下のとおり

とする。 

・ 専ら調査研究活動用とされている機器 ⇒ 全額 

        ・ 上記以外の機器 ⇒ １／２ 

      (f) 人件費 

       【人件費按分方法】 

        勤務実績に基づき按分する際の基準例を以下のとおりとする。 

       ○ 勤務実績表（勤務日誌）に基づく按分方法 

         政務調査（調査研究業務）に関する「勤務実績表（勤務日誌）」等を

作成し、それに基づき政務調査費を充当する。 

       ○ 協定書（覚書）等に基づく按分方法 

         事務所が政治団体（後援会）事務所を兼ねている場合等においては、

年度当初に会派（議員）と政治団体（後援会）との間で雇用職員の業務

割合についての協定書（覚書）を交わして、それに基づき政務調査費を

充当する。 

       【人件費への充当限度額】 

        政務調査費充当限度額（按分率の打切り上限）の基準を以下のとおりと

する。 
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       ○ 調査研究業務専任者 ⇒ 全額 

       ○ 勤務実績表等により調査研究業務に従事した実績が明確な者 ⇒ 実

額 

       ○ 上記以外の者 ⇒ １／２ 

議員親族の雇用 

議員の親族を政務調査活動補助職員として雇用し、政務調査費を充

当することは、誤解を招きやすいので適当でない。 

 ただし、親族が調査研究活動に関して専門的知識がある場合など、

親族を雇用する特別な理由があり、社会通念上妥当と判断される雇用

形態を有している場合に限り、政務調査費を充当することができるも

のとする。 

 

  (3) 自由民主党県議団、緑新会、志昻会及び県民クラブ・公明（以下「本件各会派」

という。）に対する平成 16 年度政務調査費の支出について 

    県は、本件各会派に対し、別記２のとおり、平成 16 年度政務調査費を支出した。 

    この支出の会計処理は、財務規則（昭和 42 年長野県規則第２号）の規定に従い

適正に行われていることが確認された。 

 

  (4) 本件各会派の政務調査費収支報告について 

本件各会派は、県議会議長に対し、別記３のとおり、平成 16 年度政務調査費収

支を報告した。 

 

  (5) 本件各会派に係る政務調査費収支検査及び条例第 10 条の規定による調査につい

て 

    議会事務局は、平成 17 年５月 25 日までに、収支報告書及び添付書類の記載事項、

領収書等証拠書類、使途区分の適否等について、検査及び調査を実施した。 

 

  (6) 本件請求に係る本件各会派が政務調査費を充当した支出について 

   ア 事務所賃借料の支出について 

     平成 16 年度政務調査費収支報告書の添付書類及び領収書等証拠書類（以下

「本件証拠書類」という。）の書面調査及び関係人調査を実施した結果、別記４

のとおり、平成 16 年度政務調査費を充当していることが認められた。 

   イ 調査研究活動の補助業務のために雇用した職員の人件費の支出について 

     本件証拠書類の書面調査及び監査対象機関からの聞取り調査を実施した結果、

別記５のとおり、平成 16 年度政務調査費を充当していることが認められた。 

   ウ 懇談会等への出席に要する会費 

     本件証拠書類の書面調査を実施した結果、別記６のとおり、平成 16 年度政務
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調査費を充当していることが認められた。 

   エ 調査研究に要する交通費、宿泊費等について 

     本件証拠書類の書面調査、監査対象機関からの聞取り調査及び関係人調査を実

施した結果、別記７のとおり、平成 16 年度政務調査費を充当していることが認

められた。 

   オ 事務費（事務所賃借料を除く。）について 

     本件証拠書類の書面調査及び関係人調査を実施した結果、別記８のとおり、平

成 16 年度政務調査費を充当していることが認められた。 

   カ 新聞購読料について 

     本件証拠書類の書面調査を実施した結果、別記９のとおり、平成 16 年度政務

調査費を充当していることが認められた。 

 

２ 判断 

事実関係の確認に基づき、以下のとおり、項目ごとに判断する。 

 

  (1) 政務調査費マニュアルについて 

長野県議会が平成 16 年８月に策定した政務調査費マニュアルは、全国にも類を

見ない詳細かつ厳格な内容であり、今後同様のマニュアルづくりに着手する地方議

会にとって一つの模範になりうるであろうと言われているところであり、政務調査

費の使途の明確さと透明性を高めようとするこのような取組みは大いに評価できる

ものである。 

このマニュアルは、議員自らが策定した県民に対する約束であり、その法的拘束

力の如何に拘らず、遵守すべき規範であると考えるべきである。しかし、本件請求

に係る政務調査費の使途において、このマニュアルを逸脱していると思われる事案

がいくつか認められたことは、法的拘束力がないことを理由として看過できるもの

ではなく、県民に開かれ、身近でわかりやすい県議会を目指すうえで、政務調査費

マニュアルの厳格かつ誠実な運用が望まれる。 

また、政務調査費マニュアルに関する長野県議会の一連の取組みは、他の都道府

県に前例がない中、手探りで進められてきたものであり、その運用、解釈に難しい

点が多々あることは理解できるものの、今後も改善、検討を進め、このマニュアル

がより良いものになることを強く望むものである。 

 

 

  (2) 事務所賃借料について 

本件請求において請求人は、県議会議員の事務所について「県会議員の仕事は、

弁護士や司法書士や税理士のように依頼者と頻繁に連絡を取り、頻繁に依頼者が来

所し、事務員と弁護士などが常駐する仕事ではない。したがって、自宅事務所程度
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で十分であり、自宅から独立した事務所は、通常必要性が少ないと考えられる」と

主張している。 

議員の調査研究活動は、会派及び議員の自発的な意思に基づき行われるものであ

ることから、事務所を設置することの必要性の判断は、会派及び議員の責任や裁量

の範囲内に属するものであると認められる。したがって、「支部事務所を借用する

必要性がない。」とする請求人の主張には理由がない。 

次に、請求書別紙１ないし別紙４において請求人が指摘する議員の事務所賃借料

に政務調査費を充当していることが、条例第７条に定める使途基準に照らして妥当

かについて判断する。 

まず、古田芙士議員（自由民主党県議団）の事務所は、古田議員が所有する自宅

と棟続きの平屋建て建物であり、当該建物を賃貸借契約により、後援会翔芙会から

賃借しているが、所有権者は古田議員本人である。調査の結果、後援会翔芙会が賃

貸人となる権利は確認できなかった。権利を有しないと思われる者を賃貸人として、

その賃借料に政務調査費を充当することは適当でない。 

次に、萩原清議員（自由民主党県議団）の事務所は、萩原議員が所有する２階建

て建物の１階にあり、当該建物を賃貸借契約により萩原議員の親族から賃借してい

るが、所有権者は萩原議員本人である。親族が賃貸人となる権利は確認できなかっ

た。権利を有しないと思われる者を賃貸人として、この賃借料に政務調査費を充当

することは適当でない。 

次に、小林利一議員（県民クラブ・公明）の事務所は、２階建て自宅建物の１階

の一角にある有限会社コバヤシ設計の事務所を、同社から賃貸借契約により県民ク

ラブ飯田支部として賃借しているものであるが、当該建物の所有権者は小林利一議

員本人である。有限会社コバヤシ設計が賃貸人となる権利は確認できなかった。権

利を有しないと思われる者を賃貸人として、この賃借料に政務調査費を充当するこ

とは適当でない。 

当該議員と面接調査の結果、作為的に契約がなされたものでなく、政務調査費マ

ニュアルの解釈及び運用が十分に理解されていなかったと考えられるが、今後はこ

れらに政務調査費を充当しないことを求める。 

その他の議員については、監査対象機関の調査、本人との面接調査及び現地確認

の結果、条例第７条に定める使途基準に違反するものは認められなかった。 

なお、議員及び議員の親族が関係し、影響力を行使できる団体、会社等と賃貸借

契約を締結し、その賃借料に政務調査費を充当することは、県民の誤解を招きやす

いので、今後はその取扱いについて政務調査費マニュアルに明文化するなどの慎重

な対応をとることが望まれる。 
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(3) 議員の親族を政務調査活動補助職員として雇用することについて 

本件請求において請求人は、「親族を補助員として雇用し、政務調査費を充当す

る場合、専門的知識を有することを証明する義務がある。」と主張している。 

また、政務調査費マニュアルには、親族を雇用し政務調査費を充当することは誤

解を招きやすいので適当でなく、その親族が調査研究活動に関して専門的知識があ

るなど、特別な理由があり、社会通念上妥当と判断される雇用形態を有している場

合に限るとされている。 

    請求書別紙１、別紙２及び別紙４において請求人が指摘する議員が雇用している

政務調査活動補助職員は、そのほとんどが親族であり、政務調査費マニュアルに定

める専門的知識があるなど、特別な理由は確認できなかった。しかし、そのような

親族を政務調査活動補助職員として雇用することが、社会通念上不適切であるとい

うまでは言えず、そのことをもって直ちに条例第７条に定める使途基準に違反する

とまで言うことはできないものと考える。 

今後、親族を政務調査活動補助職員として雇用することは、県民の誤解を招きや

すいので、政務調査費マニュアルを厳格に適用することを求める。 

 

 

  (4) 飲酒が伴う懇談会等への出席に要する会費について 

     本件請求において請求人は、政務調査費マニュアルには「飲酒を伴う会合の飲食

費には政務調査費を充当しないものとする」と定められており、「3,000 円以上の

会費を伴う懇親会は原則として飲酒を伴う飲食費と推定され」、「返還する義務があ

る。」と主張している。 

    政務調査費マニュアルにおいては、各種団体等が開催する意見交換を伴う会合へ

の参加費用に限り、政務調査費の充当が認められており、請求書別紙１ないし別紙

４において請求人が指摘する議員の飲酒が伴う懇談会等への出席に要する会費につ

いては、監査対象機関の調査の結果、政務調査費マニュアルを逸脱し、条例第７条

に定める使途基準に違反するものは確認できなかった。 

また、政務調査費マニュアルに定める会費の充当限度額の 5,000 円についても、

社会通念上妥当と認められる金額の範囲内であると考えられる。 

なお、請求書別紙２には、１万円の会費に政務調査費を充当しているものが３件

あるが、これらはいずれも政務調査費マニュアル策定前に行われた会合であり、ま

た、社会通念上妥当と認められる金額の範囲内であると考えられる。したがって、

請求人の主張には理由がない。 
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  (5) 調査研究活動に係る交通費、宿泊費等について 

     本件請求において請求人は、「調査研究とは思われない活動に対し、政務調査費

を充当」しており、「１泊でできる調査研究活動なのに、観光目的のために２泊し

たり、日帰りで調査できるにも関わらず、観光目的で宿泊していると思われるもの

がある」と、さらに「官公署を視察する場合、土産を持参することは、公務員個人

が公務をして土産をもらうことになり、公務員倫理に反する」と主張している。 

    (2) において述べたとおり、議員の調査研究活動は、会派及び議員の自発的な意

思に基づき行われるものであることから、調査研究活動に係る必要性の判断及び行

先、日程等は、その調査研究活動の目的、態様等が社会通念上妥当なものである限

り、会派及び議員の責任や裁量の範囲内に属するものであると認められる。 

    また、政務調査費マニュアルにおいて、調査研究活動に係る交通費、宿泊費等は、

県の旅費規程を準用するとされていることから、議員が調査研究活動を行うのであ

れば、それに要する交通費、宿泊費に政務調査費を充当することは当然に認められ

るべきものである。 

また、官公署等の視察先に対する土産についても、社会通念上妥当と認められる

金額の範囲内であると判断する。 

次に、請求書別紙１ないし別紙４において請求人が指摘する会派及び議員の調査

研究活動（県外視察を含む。）に係る交通費、宿泊費等に政務調査費を充当してい

ることが、条例第７条に定める使途基準に照らして妥当かについて判断する。 

下村恭議員（緑新会）の調査研究活動に係る交通費については、本人に対する面

接調査の結果、平成 16 年５月 10 日の木材利用についての意見交換を目的とする新

潟市への調査研究活動は行われていなかったことが確認された。また、同年 10 月

26 日の木材住宅の利用促進についての意見交換を目的とする新潟市への調査研究

活動、同年 11 月２日の住宅部材についての意見交換を目的とする新潟市への調査

研究活動、平成 17 年１月 13 日の県産材需要拡大についての意見交換を目的とする

新潟市への調査研究活動及び同年２月 10 日の国産材需要拡大問題についての調査

を目的とする新潟市への調査研究活動の４件については、行われておらず、収支報

告書と全く異なる目的、交通手段等による行動が確認された。 

また、緑新会からは平成 17 年 10 月 27 日付けで長野県議会議長あてに収支報告

書の訂正願が提出され、同日付けで政務調査費を充当して行った調査研究活動に要

した経費から前記の下村議員に係る交通費 11 万 7,200 円を控除する訂正が行われ

た。 

以上５件に係る交通費 11 万 7,200 円については、収支活動報告書の記載内容と

実態が大きく異なるものであり、結果として実態を伴わない政務調査活動に政務調

査費を充当したことは、条例第７条に定める使途基準に照らし違法又は不当な支出

であると判断するが、既に平成 17 年 10 月 27 日付けで当該交通費が調査研究活動

に要した経費から控除されているため、条例に違反する違法又は不当な支出はもは
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や存在しないものとなっている。 

同議員のその他の交通費、宿泊費等については、条例第７条に定める使途基準に

違反するものは認められなかった。 

その他の会派及び議員については、監査対象機関の調査、本人との面接調査等の

結果、条例第７条に定める使途基準に違反するものは認められなかった。 

 

 

  (6) 事務費及び人件費へ政務調査費を充当する際の按分割合について 

    本件請求において請求人は、政務調査費マニュアルにおいて「『事務費及び人件

費の按分については、２分の１を上限とする』と定めているのに、政務調査費を

70％、80％充当している会派、議員がいる」と、また、大部分の議員は調査研究活

動事務所、政治団体事務所、住居の「３つを兼ねているのであるから３分の１しか

政務調査費を充当できないのに、50％程度政務調査費を充当している。」と主張し

ている。 

    政務調査費マニュアルにおいて定めている充当限度額は、調査研究活動とそれ以

外の活動に係る経費とを明確に区分することができない場合の基準である。会派及

び議員の調査研究活動とそれ以外の活動とを区分することができる場合であって、

活動の実態がその区分に合致する場合に、その政務調査活動に政務調査費を充当す

ることは当然認められるべきであり、そのことが政務調査費マニュアルひいては条

例に違反するものでないことは明らかである。 

    本件請求の対象となっている事務費に、政務調査費を 70％から 80％の割合で充

当しているものがあるが、議員本人との面接調査及び現地確認の結果、それぞれ政

務調査活動の実態があり、そうした按分割合は妥当なものであると判断する。 

    また、請求書別紙３及び別紙４において請求人が指摘する議員が新聞購読料全額

に政務調査費を充当していることは、新聞購読料が調査研究のために必要な資料の

購入費に当たることから、条例第７条に定める使途基準に違反するものではないと

判断する。したがって、請求人の主張には理由がない。 
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（別記２）

支払日 支出額 支払日 支出額

平成16年４月９日 261万円 平成16年４月９日 203万円

平成16年５月10日 261万円 平成16年５月10日 203万円

平成16年６月10日 261万円 平成16年６月10日 203万円

平成16年７月９日 261万円 平成16年７月９日 203万円

平成16年８月10日 261万円 平成16年８月10日 203万円

平成16年９月10日 261万円 平成16年９月10日 203万円

平成16年10月８日 261万円 平成16年10月８日 203万円

平成16年11月10日 261万円 平成16年11月10日 203万円

平成16年12月10日 261万円 平成16年12月10日 203万円

平成17年１月７日 261万円 平成17年１月７日 203万円

平成17年２月10日 261万円 平成17年２月10日 203万円

平成17年３月10日 261万円 平成17年３月10日 203万円

計 3,132万円 計 2,436万円

平成16年４月９日 145万円 平成16年４月９日 58万円

平成16年５月10日 145万円 平成16年５月10日 58万円

平成16年６月10日 145万円 平成16年６月10日 58万円

平成16年７月９日 145万円 平成16年７月９日 58万円

平成16年８月10日 145万円 平成16年８月10日 58万円

平成16年９月10日 145万円 平成16年９月10日 58万円

平成16年10月８日 145万円 平成16年10月８日 58万円

平成16年11月10日 145万円 平成16年11月10日 58万円

平成16年12月10日 145万円 平成16年12月10日 58万円

平成17年１月７日 145万円 平成17年１月７日 58万円

平成17年２月10日 145万円 平成17年２月10日 58万円

平成17年３月10日 145万円 平成17年３月10日 58万円

計 1,740万円 計 696万円

平成16年４月９日 174万円

平成16年５月10日 174万円

平成16年６月10日 174万円

平成16年７月９日 174万円

平成16年８月10日 174万円

平成16年９月10日 174万円

平成16年10月８日 174万円

平成16年11月10日 174万円

平成16年12月10日 174万円

平成17年１月７日 174万円

平成17年２月10日 174万円

平成17年３月10日 174万円

計 2,088万円

会派名及び議員数

県民クラブ ７人

公明党県議団 ２人

会派名及び議員数

９人

５人

６人

自由民主党県議団

緑新会

志昻会
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（別記３）

政務調査費充当額
政務調査費を充当して行った
調査研究活動に要した経費 差　引

① ② ②－①
調査研究費 640万6,980円 640万6,980円

研修費 58万3,575円 58万3,575円

会議費 167万1,134円 167万1,134円

資料作成費 105万8,035円 105万8,035円

資料購入費 126万9,342円 126万9,342円

広報費 6万3,399円 6万3,399円

事務費 510万327円 652万2,241円

人件費 1,516万7,208円 1,516万7,208円

計 3,132万円 3,274万1,914円 142万1,914円

調査研究費 512万4,293円 556万730円

研修費 8万5,042円 9万2,285円

会議費 21万4,349円 23万2,605円

資料作成費 36万8,864円 40万280円

資料購入費 98万4,619円 106万8,479円

広報費 16万4,924円 17万8,971円

事務費 238万2,597円 258万5,523円

人件費 807万5,312円 876万3,090円

計 1,740万円 1,888万1,963円 148万1,963円

調査研究費 369万円 376万103円

研修費 62万6,000円 63万7,442円

会議費 26万3,000円 26万8,150円

資料作成費

資料購入費 99万2,000円 101万1,088円

広報費 136万5,000円 139万996円

事務費 578万6,000円 589万5,664円

人件費 815万8,000円 831万1,947円

計 2,088万円 2,127万5,390円 39万5,390円

調査研究費 518万円 528万6,932円

研修費 323万円 329万1,935円

会議費 148万円 150万5,838円

資料作成費 94万円 96万918円

資料購入費 138万円 141万9,150円

広報費 297万円 303万6,102円

事務費 564万円 574万6,225円

人件費 354万円 361万3,620円

計 2,436万円 2,486万720円 50万720円

調査研究費 109万1,000円 109万2,085円

研修費 92万円 92万9,610円

会議費 31万7,000円 32万675円

資料作成費 1万9,000円 7万9,638円

資料購入費 45万7,000円 46万1,915円

広報費 60万円 60万6,405円

事務費 159万7,000円 161万2,477円

人件費 195万9,000円 196万8,090円

計 696万円 707万895円 11万895円

（注）　平成17年３月18日付けで、公明党県議団は、解散し、同日付けで、県民クラブは、会派名を県民クラブ・公

　　　明に変更した。

公明党県議団 平成17年４月30日

平成17年４月28日

平成17年４月30日

平成17年４月28日

平成17年５月18日

県民クラブ・公明

自由民主党県議団

緑新会

志昻会

会派名
収支報告書
の提出日

収支報告書の内容

項　目
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（別記４）

賃貸借期間 賃貸人の続柄 賃借人 事務所の使用形態 支出額

小　池　　　清
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

第三者 小池清後援会 調査研究活動事務所＋政治団体事務所 120万円 60万円 賃貸人

古　田　芙　士
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

後援会 古田　扶士 調査研究活動事務所＋政治団体事務所 96万2,017円 38万4,000円 議員本人

小　林　宗　生
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

本人が代表取締役を務める会社 小林むねお後援会 調査研究活動事務所＋政治団体事務所 76万8,000円 38万4,000円 賃貸人

萩　原　　　清
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

親　族 はぎわら事務所 調査研究活動事務所＋政治団体事務所 72万円 36万円 議員本人

小　松　　　稔
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

本人が取締役会長を務める会社
（第三者から賃借している事務
所を議員に転貸している。）

小松　稔
専ら調査研究活動のために使用される
事務所

78万円 78万円
賃貸人に賃貸している
第三者

下　崎　　　保
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

親族が代表取締役を務める会社
①　下崎　保
②　下崎保後援会
［３者契約］

調査研究活動事務所＋政治団体事務所
①　　　60万円
②　　　60万円

60万円 賃貸人

塚　田　　　一
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

親　族
①　塚田　一
②　塚田一後援会
［３者契約］

調査研究活動事務所＋政治団体事務所
①　32万4,000円
②　32万4,000円

32万4,000円 賃貸人

保　科　俶　教
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

本人が代表取締役を務める会社 保科　俶教
専ら調査研究活動のために使用される
事務所

48万3,144円 36万2,352円 賃貸人

清　水　　　洋
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

本人が代表取締役を務める会社 清水　洋
専ら調査研究活動のために使用される
事務所

60万円 41万2,500円 賃貸人

高見澤　敏　光
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

親族が代表取締役を務める会社 高見澤　敏光
専ら調査研究活動のために使用される
事務所

60万円 48万円 賃貸人

柳　平　千代一
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

第三者 柳平　千代一
専ら調査研究活動のために使用される
事務所

71万8,200円 57万4,560円 賃貸人

小　松　千万蔵
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

第三者 県民クラブ会長
専ら調査研究活動のために使用される
事務所

42万円 33万6,000円 賃貸人

小　林　利　一
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

親族が代表を務める会社 小林　利一 調査研究活動事務所＋政治団体事務所 54万円 27万円 議員本人

牛　山　好　子
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

親　族 公明党長野県議団 調査研究活動事務所＋政治団体事務所 36万円 18万円 賃貸人

事務所の所有者
政務調査
費充当額

志昻会

県民クラブ
・公明

緑新会

自由民主党
県議団

会派名 議員名
政務調査費を充当した支出（事務所賃借料）

25



（別記５）

会派名 議員名
政務調査費を充当した支出（調査研究活動の補助業務のために雇用した職員の人件費）

政務調査
費充当額

雇用期間 職員の続柄 職員の業務形態 人件費の按分方法 支出額

自由民主党
県議団

小　林　　　実
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

親　族 調査研究業務以外の業務を兼ねている 勤務実績表に基づく按分　800円×1,023時間＝ 81万8,400円
81万8,400円
(限度　実績額)

古　田　芙　士
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

親　族 調査研究業務以外の業務を兼ねている 協定書等に基づく按分　　144万円×1/2＝ 72万円
72万円

(限度　１／２)

佐　藤　友　昭

平成16年４月１日
～

平成16年７月31日
親　族

調査研究業務以外の業務を兼ねている

勤務実績表に基づく按分　800円×186時間＝ 14万8,800円
14万8,800円
(限度　実績額)

平成16年８月１日
～

平成17年３月31日
第三者 勤務実績表に基づく按分　1,000円×431時間＝ 43万1,000円

43万1,000円
(限度　実績額)

緑新会 塚　田　　　一
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

親　族 調査研究業務以外の業務を兼ねている 勤務実績表に基づく按分　1,500円×697.5時間＝ 104万6,250円
104万6,250円
(限度　実績額)

県民クラブ
・公明

小　林　利　一
平成16年４月１日

～
平成17年３月31日

親　族 調査研究業務以外の業務を兼ねている 勤務実績表に基づく按分　710円×235時間＝ 16万6,850円
16万6,850円
(限度　実績額)
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（別記６）

年月日 目　的 支出額

自由民主党
県議団

小　林　　　実 平成16年５月20日 長野県日中友好協会 祝賀会 日中友好促進について意見交換 5,000円 5,000円

平成16年５月31日 白雲会 懇親会 市政懇談意見交換 5,000円 5,000円

平成16年９月11日 中野市消防団第一分団 面識会 防災問題について意見交換 5,000円 5,000円

平成16年11月８日 長野県農業経営者協会下高井支部 懇談会 農振問題について意見交換 4,000円 4,000円

平成17年２月27日 明社関係者 会食代 明るい社会づくりについて意見交換 5,000円 5,000円

小　池　　　清 平成16年４月４日 飯田早起き野球連盟 春季総会 教育課題 5,000円 5,000円

平成16年５月11日 飯伊調理師会 総会 行政課題 5,000円 5,000円

平成16年５月18日 長野県中小企業団体中央会下伊那支部 通常総会懇談会 経済課題 5,000円 5,000円

平成16年５月21日 飯田食品衛生協会 懇親会 行政課題 4,000円 4,000円

平成16年11月26日 信州日報文化賞授与式 福祉課題 5,000円 5,000円

平成16年12月23日 農業経営者協会下伊那支部 農政勉強会 行政課題 5,000円 5,000円

平成17年１月５日 下伊那地域行政懇談会 行政課題 6,000円 5,000円

平成17年１月７日 飯田社交倶楽部 放談会 行政課題 5,000円 5,000円

平成17年１月７日 飯田社交倶楽部 経常会費 4,000円 （該当なし）

平成17年１月10日 飯伊理容組合 新年会 行政課題 7,000円
5,000円

(限度5,000円)

政務調査
費充当額

会派名 議員名
懇談会等の内容

政務調査費を充当した支出（懇談会等への出席に要する会費）
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年月日 目　的 支出額

政務調査
費充当額

会派名 議員名
懇談会等の内容

政務調査費を充当した支出（懇談会等への出席に要する会費）

平成17年１月14日 下伊那郡町村会 新春懇談会 行政課題 3,000円 3,000円

平成17年１月16日 飯田下伊那歯科技工士会 新年会 行政課題 5,000円 5,000円

平成17年１月28日 （社）長野県建築士事務所協会飯伊支部 新年懇親会 行政課題 5,000円 5,000円

平成17年１月31日 みなみ信州農業協同組合 新年懇談会 農業課題 3,000円 3,000円

平成17年２月９日 飯伊料飲組合 行政課題 5,000円 5,000円

古　田　芙　士 平成16年４月４日 飯田早起き野球連盟 春季総会 総会、青少年健全育成について陳情 5,000円 5,000円

平成16年５月11日 飯伊調理師会 通常総会 総会 5,000円 5,000円

平成16年５月18日 長野県中小企業団体中央会下伊那支部 通常総会懇談会 総会 5,000円 5,000円

平成16年６月７日 下伊那地域行政懇談会 行政全般懇談会 5,000円 5,000円

平成17年１月５日 下伊那地域行政懇談会 新年度の懇談会、県政要望等 6,000円 5,000円

小　林　宗　生 平成16年５月17日 中高交通安全協会 定期総会祝賀会 総会 3,000円 3,000円

平成17年９月25日 ふるさと山ノ内会 交歓会 意見交換 5,000円 5,000円

平成16年11月８日 農業経営者協会下高井支部 懇談会 県議と下高井支部意見交換会 4,000円 4,000円

佐　藤　友　昭 平成16年５月11日 飯伊調理師会 通常総会 総会 5,000円 5,000円

平成16年５月18日 長野県中小企業団体中央会下伊那支部 通常総会懇談会 総会 5,000円 5,000円

平成16年５月20日 長野県商工会連合会下伊那支部広域協議会 通常総会 総会 5,000円 5,000円
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年月日 目　的 支出額

政務調査
費充当額

会派名 議員名
懇談会等の内容

政務調査費を充当した支出（懇談会等への出席に要する会費）

平成16年６月７日 下伊那地域行政懇談会 行政連絡会議 5,000円 5,000円

平成16年６月19日 スメック 月例情報交換会 情報交換会 4,000円 4,000円

平成16年７月４日 飯田市自衛隊協力会・父兄会 合同定期総会 総会 5,000円 5,000円

平成16年７月12日 飯伊理容組合会 采女祭親睦会 総会、懇談会 3,000円 3,000円

平成16年８月21日 スメック 通常総会懇親会 総会 4,000円 4,000円

平成16年９月５日 上下伊那地区県議団 しなの鉄道問題懇談会 しなの鉄道問題懇談会 4,000円 4,000円

平成16年10月23日 スメック 月例情報交換会 総会 4,000円 4,000円

平成16年12月23日 農業経営者協会下伊那支部 農政勉強会 意見交換会 5,000円 5,000円

平成17年１月５日 下伊那地域行政懇談会 地域行政懇談会 6,000円 5,000円

平成17年１月10日 飯伊理容組合 新年会 意見交換会 7,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成17年１月12日 （社）長野県建築士会飯伊支部 新年会懇親会 意見交換会 5,000円 5,000円

平成17年１月14日 下伊那郡町村会 新春懇談会 懇談会 3,000円 3,000円

平成17年１月15日 飯田下伊那歯科技工士会 （該当なし） （該当なし）

平成17年１月16日 飯田下伊那歯科技工士会 新年会 意見交換会 5,000円 5,000円

平成17年１月19日 天龍村商工会 新年会 講演会 4,000円 4,000円

平成17年１月22日 スメック 月例情報交換会 総会 4,000円 4,000円
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年月日 目　的 支出額

政務調査
費充当額

会派名 議員名
懇談会等の内容

政務調査費を充当した支出（懇談会等への出席に要する会費）

平成17年１月26日 長野県獣医師会下伊那支部 臨時総会 臨時総会 5,000円 5,000円

平成17年１月28日 （社）長野県建築士事務所協会飯伊支部 新年懇親会 意見交換会 5,000円 5,000円

平成17年１月31日 みなみ信州農業協同組合 新年懇談会 懇談会 3,000円 3,000円

平成17年２月７日 飯伊旅館組合 新年会 意見交換会 5,000円 5,000円

平成17年２月９日 飯伊料飲組合 新年会 意見交換会 5,000円 5,000円

萩　原　　　清 平成16年10月25日 松本西部合併協議会 合併協定調印式 合併調印式 5,000円 5,000円

平成17年１月７日 中信農業共済組合 新年祝賀会 農業共済に関する懇談会 3,000円 3,000円

平成17年２月９日 （財）松本体育協会 新年合同集会 体育関係懇談 3,000円 3,000円

小　松　　　稔 平成16年６月13日 みどり経済研究会 懇親会 県政・地域経済意見交換 3,000円 3,000円

平成16年６月19日 みどり経済研究会 総会懇親会 総会、県政報告、意見交換 3,000円 3,000円

平成16年７月26日 （社）岡谷青年会議所シニアクラブ 報告会 県政・市政報告会 5,000円 5,000円

平成16年８月23日 諏訪圏経営者連絡協議会 県政懇談会 県政報告会 6,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成16年10月30日 西堀区（商工会） 懇談会 県政・市政懇談会 5,000円 5,000円

平成16年12月26日 （社）岡谷青年会議所シニアクラブ 報告会 県政報告会 5,000円 5,000円

平成17年１月５日 （株）岡谷市民新聞社 新年祝賀会 新年懇談会、県政報告 5,000円 5,000円

緑新会 下　崎　　　保 平成16年４月25日 更埴薬剤師会 医薬分業のこれからのあり方について意見交換 1万円 1万円
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年月日 目　的 支出額

政務調査
費充当額

会派名 議員名
懇談会等の内容

政務調査費を充当した支出（懇談会等への出席に要する会費）

平成16年５月19日 ながの食品衛生協会 会費 食中毒対策について意見交換 5,000円 5,000円

平成16年６月３日 更埴商工会議所稲荷山支部 懇談会 商工業の振興について意見交換 5,000円 5,000円

平成16年６月17日 千曲市屋代工業団地企業懇談会
地域経済振興（中小企業の生き残り対策）につい
て意見交換

4,000円 4,000円

平成16年８月26日 長野県教職員組合更埴支部 懇談会 教育環境の整備充実について意見交換 6,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成16年９月３日 （社）科野青年会議所 記念式典登録料 産業振興、産業活性化について意見交換 8,000円
5,000円

(限度5,000円)

塚　田　　　一 平成16年４月14日 千曲市猟友会 総会 鳥獣保護対策について意見交換 1万円 1万円

平成16年４月25日 更埴薬剤師会 医療対策について意見交換 1万円 1万円

平成16年５月10日 ながの食品衛生協会坂城支部 総会 食の安全対策について意見交換 3,000円 3,000円

平成16年５月11日 （社）長野県宅地建物取引業協会更埴支部 会費
宅地建物取引状況調査及び建設産業の振興につい
て意見交換

5,000円 5,000円

平成16年５月18年 坂城町商工会 通常総会 商工業の振興について意見交換 3,000円 3,000円

平成16年５月19日 ながの食品衛生協会 会費 食の安全対策について意見交換 5,000円 5,000円

平成16年５月25日 上山田町商工会 総代会 商工業の振興について意見交換 5,000円 5,000円

平成16年７月10日 戸倉上山田温泉調理師会 会費 公衆衛生対策について意見交換 1万円
5,000円

(限度5,000円)

平成16年９月３日 （社）科野青年会議所 記念式典登録料
千曲青年会議所設立35周年式典において商工振興
について意見交換

8,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成16年11月13日 五加郵便局
郵政改革懇談会において郵政事業民営化等につい
て意見交換

5,000円 5,000円

平成16年11月28日 長野県スポーツダンス教師協会 スポーツダンスの振興について意見交換 1万円
5,000円

(限度5,000円)
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年月日 目　的 支出額

政務調査
費充当額

会派名 議員名
懇談会等の内容

政務調査費を充当した支出（懇談会等への出席に要する会費）

平成16年11月30日 戸倉上山田温泉観光協会 懇談会 観光振興について意見交換 3,000円 3,000円

平成17年１月４日 （財）さかきテクノセンター 交歓会 中小企業対策について意見交換 3,000円 3,000円

平成17年１月６日 長埴建設労働組合 旗開き 建設産業構造改革の推進について意見交換 5,000円 5,000円

平成17年１月14日 長野県薬業協会 新年総会 医薬分業等の医療対策について意見交換 5,000円 5,000円

平成17年１月19日 戸倉上山田針灸マッサージ師会 総会において県政報告 1万円
5,000円

(限度5,000円)

平成17年１月29日 千曲交通安全協会 決起大会 交通安全対策について意見交換 3,000円 3,000円

平成17年１月13日 （社）科野青年会議所 新年祝賀会登録料 商工業の振興について意見交換 7,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成17年２月３日 農業経営者協会埴科支部 懇談会 農業の生産振興対策について意見交換 3,000円 3,000円

平成17年２月７日 上山田飲食店組合 県政報告と県政一般について意見交換 5,000円 5,000円

平成17年２月12日 坂城町囲碁クラブ 新年会 県政報告と県政一般について意見交換 1万円
5,000円

(限度5,000円)

平成17年２月19日 坂城町商工会 新年役員会 商工業の振興について意見交換 5,000円 5,000円

平成17年２月20日 ひまわり会 県政報告と県政一般について意見交換 3,000円 3,000円

平成17年２月22日 千曲川県営水道工事業協同組合 県政報告と県政一般について意見交換 5,000円 5,000円

平成17年２月27日 南条生産森林組合 県政報告と県政一般について意見交換 3,000円 3,000円

寺　島　義　幸 平成16年６月２日 佐久支部広域協議会 懇親会 商工振興について意見交換 3,000円 3,000円

平成16年７月30日 おたすけ代行 代行代
（懇談会等への出席に
要する会費でない）
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年月日 目　的 支出額

政務調査
費充当額

会派名 議員名
懇談会等の内容

政務調査費を充当した支出（懇談会等への出席に要する会費）

平成16年８月18日 連合長野佐久地域協議会 懇談会 県政の課題について意見交換 5,000円 5,000円

平成16年９月６日 長野県建設業協会佐久支部 公共工事入札制度改革等について意見交換 3,000円 3,000円

平成16年11月14日 ＮＰＯ法人佐久平総合リハビリセンター 祝賀会 福祉施策の充実について意見交換 3,500円 3,500円

平成17年１月６日 浅科村商工会 新年賀詞交歓会 3,000円 （該当なし）

平成17年１月７日 部落解放同盟佐久地区協議会 旗びらき 人権尊重の推進について意見交換 5,000円 5,000円

平成17年１月27日 長野県商工会連合会佐久支部広域協議会 懇談会 商工業の振興について意見交換 4,000円 4,000円

平成17年１月28日 おたすけ代行 代行代

県民クラブ
・公明

柳　田　清　二 平成16年６月３日 佐久行政連絡会議懇談会 佐久地方の県行政について説明を受け意見交換 3,000円 3,000円

平成16年６月６日 （社）中野青年会議所
北信地域で精力的なまちづくりを行っている中野
青年会議所の活動を調査

5,000円 5,000円

平成16年８月18日 連合長野佐久地域協議会 懇談会 労働団体からの県政要望や意見交換 5,000円 5,000円

平成16年11月７日 長野県日中友好協会 祝賀パーティー
講演と祝賀のつどいに出席。特別講演は野中広務
元代議士。

5,000円 5,000円

平成16年12月６日 ＮＰＯ団体 会議費 公益法人のディスクロージャーについて意見交換 6,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成16年12月24日 長野県農業経営者協会北佐久支部 懇談会 農業経営者協会の皆さんとの意見交換 5,000円 5,000円

平成17年１月４日 取出町商工振興会
臼田町と合併する事により端ではなくなることを
歓迎している様子であった。

3,000円 3,000円

平成17年１月７日 部落解放同盟佐久地区協議会 旗びらき
部落解放同盟が取り組む人権施策について意見交
換

5,000円 5,000円

平成17年１月７日
（社）日本青年会議所北陸信越地区長野ブロック
協議会

社団法人日本青年会議所の会頭の基本方針の中の
ローカルマニフェストについて論議

1万円
5,000円

(限度5,000円)

（懇談会等への出席に
要する会費でない）
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年月日 目　的 支出額

政務調査
費充当額

会派名 議員名
懇談会等の内容

政務調査費を充当した支出（懇談会等への出席に要する会費）

平成17年１月20日 長野県日中友好協会 新年会
11月に行われた長野県日中友好協会での野中広務
元自治大臣の講演について意見交換

4,000円 4,000円

平成17年２月26日 （社）諏訪圏青年会議所
平成16年度２月県民クラブ佐久支部の報告書にお
いて報告済

6,000円
5,000円

(限度5,000円)

小　松　千万蔵 平成16年８月19日 中南信運転免許センター 懇親会
塩尻地区８機関の県施設による行政連絡会議にお
いて各施設所長及び職員と懇談

5,000円 2,500円

高　木　蘭　子 平成16年５月14日 長野県行政書士会佐久支部 定時総会懇親会 地域の状況、業界の状況について意見交換 3,000円 3,000円

（記載なし） 小諸市土地改良区連合会 懇談会 土地改良区の現況と今後について懇談し意見聴取 3,000円 3,000円

平成16年８月18日 連合長野佐久地域協議会 懇談会
労働、雇用情勢、地域課題について、地区国会・
県会・市議会議員との懇談

5,000円 5,000円

平成16年８月20日 小諸二十日会 例会
小諸市の町づくりなど勇士が集まって勉強会を開
き懇談

5,000円 5,000円

平成16年９月６日 長野県建設業協会佐久支部
建設業の現状と入札方法、受注の実態、事業者の
情報を話し合い、今後の対応を意見交換

3,000円 3,000円

平成16年10月21日 小諸二十日会 例会
エコカー製作者との懇談、電動サイクルの可能性
と製作コストについて意見交換

5,000円 2,500円

平成16年11月６日 小諸商工会議所青年部 総会 会の課題と活動、県政への要望について懇談 8,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成16年12月３日 小諸商工会議所青年部 懇談会 東信３市の会議所青年部それぞれの課題を懇談 6,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成16年12月４日 田町会懇談会 懇談会 地元の課題について市議会議員を交えて懇談 4,000円 4,000円

平成16年12月24日 長野県農業経営者協会北佐久支部 懇談会
農薬基準、中山間地農業支援、中国からの研修生
受入などについて、農業経営者と県会議員との懇
談

5,000円 5,000円

平成17年１月５日 長野県労働者福祉協議会 新春交歓会 各組織の事情や課題など 6,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成17年１月６日 六供実業会 新年総会 実業会の集まりに参加 6,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成17年１月７日 部落解放同盟佐久地区協議会 旗びらき 新年度の活動方針と情勢報告を確認 5,000円 5,000円
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年月日 目　的 支出額

政務調査
費充当額

会派名 議員名
懇談会等の内容

政務調査費を充当した支出（懇談会等への出席に要する会費）

平成17年１月13日 小諸市建設業協会 新年総会
小諸市内の建設業協会と下水道指定工事人協会が
合同

7,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成17年１月17日 小諸木工振興会 総会
新しい方向を探る動きをしている木工建具業者や
大工さんの業界の事情を調査

5,000円 5,000円

平成17年１月17日 小諸商工会議所女性会 新年総会
県政に関心を持ってもらうとともに商工業の情報
を得る

3,000円 3,000円

平成17年１月29日 （社）小諸青年会議所 新年会
青年会議所の抱える課題、会員減少と地域イベン
トの負担

6,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成17年１月20日 長野県日中友好協会 新年会
交流を盛んにするため、政治課題とはできるだけ
切り離して活動

4,000円 4,000円

平成17年１月20日 小諸二十日会 例会 市内で町づくり活動の仕掛け人らの話を聞く 5,000円 5,000円

平成17年１月23日 御影区総代会 新年総会
県政の報告を行うとともに、地域の抱える新たな
課題

5,000円 5,000円

平成17年１月28日 本町会長 新年総会
町作りに取り組んできた本町会の今後について意
見交換

4,000円 4,000円

平成17年２月26日 長野県建具協同組合 祝賀会 関係者の木工、建具職人たちと意見交換 1万円
5,000円

(限度5,000円)

平成17年３月５日 ＮＰＯ・浅間山クラブ 総会
浅間山を愛する人、関心がある人が集い、自然環
境の楽しみ方、エコツーリズム

3,000円 3,000円

平成17年３月19日 小諸二十日会
しなの鉄道の経営改善計画、前社長の杉野氏、現
社長の井上氏、それぞれの経営について

5,000円 5,000円

倉　田　竜　彦 平成16年６月３日 長建産業事業協同組合 総代会
県政報告を行い、中小企業ついて意見交換し、そ
の後懇談

5,000円 5,000円

平成17年１月５日 長野県労働者福祉協議会 新春交歓会 県政報告後、意見交換、懇談 6,000円
3,000円

(限度5,000円)

平成17年１月６日 長埴建設労働組合 旗開き
建設業への県の支援等について県政報告、意見交
換後、懇談

1万円
5,000円

(限度5,000円)

平成17年１月７日 部落解放推進の会長野県本部 新春のつどい 県政報告、人権政策について意見交換後、懇談 5,000円 2,500円

平成17年１月８日 人権関係団体 旗開き 人権政策について県政報告後、懇談 4,000円 2,000円
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年月日 目　的 支出額

政務調査
費充当額

会派名 議員名
懇談会等の内容

政務調査費を充当した支出（懇談会等への出席に要する会費）

平成17年１月14日 長野市医師会 新年会 県の医療政策について県政報告後、懇談 5,000円 2,500円

小　林　利　一 平成16年４月４日 飯田早起き野球連盟 春季総会 スポーツ振興、青少年健全育成事業について 5,000円 5,000円

平成16年５月11日 飯伊調理師会 総会 食の安全について現状・対応について説明・討議 5,000円 5,000円

平成16年６月７日 下伊那地域行政懇談会 行政懇談会 5,000円 5,000円

平成16年11月16日 （社）飯田青年会議所歴代理事長会 地域づくりについて意見交換 6,000円
3,000円

(限度5,000円)

平成16年12月23日 農業経営者協会下伊那支部 農政勉強会 農業と経営について懇談会・勉強会 5,000円 3,000円

平成17年１月５日 下伊那地域行政懇談会 下伊那地域の県政課題について懇談・会議 6,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成17年１月12日 （社）長野県建築士会飯伊支部 新年会懇親会
中越地震被災地の被災建物診断活動を通して住宅
の耐震対策について懇談

5,000円 5,000円

平成17年１月14日 下伊那郡町村会 新春懇談会
県政と市町村の関わり、三位一体改革の影響、合
併について意見交換

3,000円 3,000円

平成17年１月26日 長野県獣医師会下伊那支部 臨時総会
ＢＳＥ等畜産業対策、ペット被害対策について意
見交換

5,000円 5,000円

平成17年１月28日 （社）長野県建築士事務所協会飯伊支部 新年懇親会 建物の耐震対策について意見交換 5,000円 5,000円

平成17年１月31日 みなみ信州農業協同組合 新年懇談会 地域農業の活性化等について意見交換 3,000円 3,000円

牛　山　好　子 平成16年４月26日 連合松本広域協議会 ざっくばらんの会
最近の雇用情勢、労働施策、県政などについて意
見交換

4,000円 4,000円

平成16年６月14日 社会福祉法人子どもの虐待防止センター 半年会費

平成16年６月14日 高齢社会をよくする女性の会 年会費

平成16年７月17日 女性議員をふやすネットワークしなの 年会費
（懇談会等への出席に
要する会費でない）

（懇談会等への出席に
要する会費でない）

（懇談会等への出席に
要する会費でない）
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年月日 目　的 支出額

政務調査
費充当額

会派名 議員名
懇談会等の内容

政務調査費を充当した支出（懇談会等への出席に要する会費）

平成16年10月16日
長野県身体障害者リハビリテーションセンター開
設30周年記念祝賀会

身体障害者や高次脳機能障害のリハビリ、社会復
帰就労支援の充実に関する意見交換

3,000円 3,000円

平成16年10月25日 松本西部合併協議会 合併協定調印式 合併調印式 5,000円 5,000円

平成17年１月７日 松本市大工業組合
県産材利用バリアフリー補助の拡充について意見
交換

5,000円 5,000円

平成17年１月17日 長野県美容業生活衛生同業組合松筑支部 新年会
地域高齢者や要介護者へのお世話や連携等の活動
についての報告意見交換

6,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成17年１月18日 中信街商組合
観光協会、商店街等から行政との連携強化の中で
地域振興をとの要望を受ける

1万円
5,000円

(限度5,000円)

平成17年１月31日 長野県生活衛生同業組合松本支部 新年会 環境衛生に関し県の施策について報告意見交換 8,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成16年２月８日 社会福祉法人子どもの虐待防止センター 半年会費

平成17年２月９日 松本日中友好協会 春節会 会員、中国からの留学生、通訳などと意見交換 3,000円 3,000円

平成17年２月９日 （財）松本体育協会 新年合同集会 体育事業推進のため体協関係者との意見交換 3,000円 3,000円

村　上　　　淳 平成16年５月17日 木曽郡町村会 活動諸経費
これからの木曽の町村の方向のあるべきすがたと
町村合併の行方について町村長と懇談

7,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成16年10月14日 東京大学木曽観測所 記念式典
今後の研究促進のための、地域の環境問題や地域
との関わりについて調査

3,000円 3,000円

平成16年11月９日 長野県商工会連合会木曽支部広域協議会 懇談会
木曽のそれぞれの商工会長と今後の町村合併後の
商工会の影響と対応について懇談

7,000円
5,000円

(限度5,000円)

平成16年11月12日 上松町木造住宅推進協議会 視察研修
木造住宅展示場をたずねて今後の県産材の利用活
用に向けての調査研究

1万円
5,000円

(限度5,000円)

（懇談会等への出席に
要する会費でない）
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（別記７）

交通費 宿泊費 その他 計

自由民主
党
県議団

小　林　宗　生 平成16年５月８日 愛知県 ＪＲ東海 冬期入込及び商品調査 2万3,600円 2万3,600円 2万3,600円

平成16年６月19日 名古屋市
ＪＲ東海、
ＫＮＴ

夏期商品について見込み等調査 2万3,600円 2万3,600円 2万3,600円

平成16年７月14日 名古屋市
ＪＲ東海、
ＫＮＴ

夏期商品調査 2万3,600円 2万3,600円 2万3,600円

平成16年８月19日 名古屋市
ＪＲ東海、
ＫＮＴ

温泉問題調査 2万5,920円 2万5,920円 2万5,920円

平成16年11月22日 名古屋市
ＫＮＴ、
ＪＲ東海

中越地震入込調査 2万3,600円 2万3,600円 2万3,600円

平成16年５月14日 東京都 ＪＲ東日本 冬期観光商品販売調査 2万3,380円 2万3,380円 2万3,380円

平成16年６月11日 東京都 ＪＲ東日本 中島参議員 2万3,380円 2万3,380円 2万3,380円

平成16年７月７日 東京都
ＪＲ東日本、
ＪＴＢ

新幹線夏期商品について 2万3,380円 2万3,380円 2万3,380円

平成16年８月18日 東京都
ＪＲ東日本、
ＪＴＢ

温泉問題調査 1万1,690円 1万1,690円 1万1,690円

平成16年12月27日 東京都
ＪＲ東日本、
ＪＴＢ

入込対策及び雪不足対策について 2万3,380円 2万3,380円 2万3,380円

平成16年10月16日 東京都
志賀高原総合案内
所

次年度戦略研究 2万4,920円 2万4,920円 2万4,920円

平成16年11月４日 東京都
志賀高原総合案内
所、ＪＲ東日本

冬期入込、地震関係 2万3,380円 2万3,380円 2万3,380円

平成17年１月27日 東京都
志賀高原総合案内
所

入込、旅行社企画調査 2万3,380円 2万3,380円 2万3,380円

萩　原　　　清 平成16年４月21日 長野市 団打合せ 5,540円 5,540円 5,540円

平成16年５月20日 長野市 団打合せ 7,62O円 7,62O円 7,62O円

平成16年７月７日 長野市 団打合せ 1万1,010円 1万1,010円 1万1,010円

支出額
場　所

政務調査
費充当額

　議員本人からは、調査研
究のためＪＲ東海ツアーズ
や近畿日本ツーリストなど
の各店舗を訪問し、観光調
査をしたとの主張があった。

　訪問先の関係者からは、
月日までは記憶にないが、
来店したとの確認が取れた。

　議員本人からは、上野・
新宿・御茶ノ水・渋谷駅な
どのびゅうプラザを訪問し、
観光調査をしたり、参議院
議員の事務所に立ち寄った
との主張があった。

　訪問先の関係者からは、
月日までは記憶にないが、
来所又は同行したとの確認
が取れた。

会派名 調査研究活動の状況議員名

政務調査費を充当した支出（調査研究に要する交通費、宿泊費等）

年月日 内　容相手方

　監査対象機関からは、８
回の団打合せのうち５回ま
で、団長としての打合せの
ため来庁しているとの確認
が取れた。

　残りについては、団打合
せをしていないとする明確
な証拠がない。
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交通費 宿泊費 その他 計

支出額
場　所

政務調査
費充当額

会派名 調査研究活動の状況議員名

政務調査費を充当した支出（調査研究に要する交通費、宿泊費等）

年月日 内　容相手方

平成16年７月20日 長野市 団打合せ 5,940円 5,940円 5,940円

平成16年８月９日 長野市 団打合せ 5,940円 5,940円 5,940円

平成16年９月10日 長野市 団打合せ 5,940円 5,940円 5,940円

平成17年１月14日 長野市 団打合せ 9,900円 9,900円 9,900円

平成17年２月７日 長野市 団打合せ 5,940円 5,940円 5,940円

緑新会 下　村　　　恭
平成16年４月１日
　　　　　～２日

東京都、
名古屋市

三菱商事、
住友林業

輸入木材の調査 4万2,280円 3,000円 4万5,280円 4万5,280円

平成16年４月16日
東京都、
名古屋市

三菱商事木材部 輸入木材調査 4万2,280円 4万2,280円 4万2,280円

平成16年５月20日
　　　　　～21日

東京都、
名古屋市

三菱商事 輸入木材等の市場調査 4万2,280円 3,000円 4万5,280円 4万5,280円

平成16年７月16日
東京都、
名古屋市

三菱商事 輸入木材について調査 4万2,280円 4万2,280円 4万2,280円

平成16年９月13日
東京都、
名古屋市

三菱商事 輸入木材調査 4万2,200円 4万2,200円 4万2,200円

平成16年10月18日 名古屋市 三菱商事 輸入木材調査 4万3,720円 4万3,720円 4万3,720円

平成16年４月26日 新潟市 夢ハウス 木材利用方法について意見交換 2万3,760円 2万3,760円 2万3,760円

平成16年５月10日 新潟市 夢ハウス 木材利用について意見交換 2万3,760円 2万3,760円 2万3,760円

平成16年７月８日 新潟市 夢ハウス 県産材需要拡大について調査 2万2,960円 2万2,960円 2万2,960円

平成16年７月27日 新潟市 夢ハウス 県産材活用について 2万2,960円 2万2,960円 2万2,960円

平成16年８月18日 新潟市 夢ハウス 県産材活用について意見交換 2万2,960円 2万2,960円 2万2,960円

平成16年８月11日 千葉市 金沢ハウジング 唐松材利用促進について意見交換 1万5,140円 1万5,140円 1万5,140円

　議員本人からは、次のと
おり主張があった。
１　５月10日は、急用のた
　め、本件証拠書類に記載
　した調査研究活動は行わ
　れなかった。
２　７月27日は、１人で新
　潟にある夢ハウスの展示
　場を訪問し、木材住宅を
　研究した。
３　上記以外の日は、三菱
　商事関連会社エムシ非鉄
　(株)の元役員などと、名
　古屋港や千葉港にある貯
　木場、夢ハウスや金沢ハ
　ウジングの展示場などを
　訪問し、輸入木材や木材
　住宅の調査をした。

　同行したという関係者か
らは、月日までは記憶にな
いが、同行したとの確認が
取れた。
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交通費 宿泊費 その他 計

支出額
場　所

政務調査
費充当額

会派名 調査研究活動の状況議員名

政務調査費を充当した支出（調査研究に要する交通費、宿泊費等）

年月日 内　容相手方

平成17年１月18日
　　　　　～19日

群馬県、
千葉県

金沢ハウジング 県産材需用拡大について調査 2万6,850円 2万6,850円 2万6,850円

平成16年10月26日 新潟市 東進林業 木材住宅の利用促進について意見交換 2万3,760円 2万3,760円 2万3,760円

平成16年11月２日 新潟市 東進林業 住宅部材について意見交換 2万3,760円 2万3,760円 2万3,760円

平成17年１月13日 新潟市
夢ハウス、
東新木材

県産材需要拡大について意見交換 2万2,960円 2万2,960円 2万2,960円

平成17年２月10日 新潟市 東新木材 国産材需要拡大問題について調査 2万2,960円 2万2,960円 2万2,960円

平成16年４月７日 東京都 国会議員事務所 地域振興について懇談 1万3,880円 1万3,880円 1万3,880円

平成16年４月19日 東京都 国会議員事務所 地域振興対策について意見交換 1万3,880円 1万3,880円 1万3,880円

平成16年５月７日 東京都 国会議員事務所 地域振興について意見交換 1万3,880円 1万3,880円 1万3,880円

平成16年５月17日 東京都 国会議員事務所 政策検討会 1万5,430円 1万5,430円 1万5,430円

平成16年７月７日 東京都 国会議員事務所 地域問題について意見交換 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成16年７月26日 東京都 国会議員事務所 地域課題について意見交換 1万4,700円 1万4,700円 1万4,700円

平成16年９月17日 東京都 国会議員事務所 地域問題について要望 1万8,470円 1万8,470円 1万8,470円

下　崎　　　保 平成16年５月７日 東京都 国会議員事務所 教育問題について意見交換 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成16年６月７日 東京都 国会議員事務所
商工業・中小企業対策について調査
及び意見交換

1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成16年７月６日 東京都 国会議員事務所 越境合併について調査懇談 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成16年７月15日 東京都 国会議員事務所 地域経済振興について調査懇談 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成16年７月27日 東京都 国会議員事務所 青少年健全育成について調査懇談 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

　議員本人からは、調査研
究のため、国会議員会館内
の事務所以外の東京都内に
ある事務所を訪問していた
との主張があった。

　訪問先の関係者からは、
事前予約なしの訪問なので
記録は残っていないが、月
に２、３回は来所している
との確認が取れた。

　議員本人からは、本件証
拠書類に記載したような調
査研究活動は行われておら
ず、実際には、新潟県中越
地震の被災地調査やボラン
ティア活動のため小千谷市
又は十日町市へ行っていた
との主張があった。

　議員本人からは、調査研
究のため、国会議員会館内
の事務所以外の東京都内に
ある事務所を訪問していた
との主張があった。

　訪問先の関係者からは、
事前予約なしの訪問なので
記録は残っていないが、月
に１、２回は来所している、
多いときは月に３回以上来
ているとの確認が取れた。
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交通費 宿泊費 その他 計

支出額
場　所

政務調査
費充当額

会派名 調査研究活動の状況議員名

政務調査費を充当した支出（調査研究に要する交通費、宿泊費等）

年月日 内　容相手方

平成16年８月６日 東京都 国会議員事務所 過疎対策について調査懇談 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成16年８月18日 東京都 国会議員事務所 教育環境の整備等について調査懇談 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成16年９月８日 東京都 国会議員事務所 市町村合併について調査研究 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成16年10月12日 東京都 国会議員事務所 教育とスポーツ振興について調査懇談 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成16年10月20日 東京都 国会議員事務所 老人医療と介護福祉について調査懇談 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成16年10月29日 東京都 国会議員事務所 経済、地域振興について調査懇談 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成16年11月17日 東京都 国会議員事務所 市町村合併について調査懇談 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成16年11月25日 東京都 国会議員事務所
年末にむけての中小企業対策について調
査懇談

1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成16年12月24日 東京都 国会議員事務所 入札関連の諸問題について調査懇談 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成17年１月12日 東京都 国会議員事務所 18号バイパス建設促進について調査懇談 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成17年１月21日 東京都 国会議員事務所 特老施設整備について調査懇談 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成17年１月27日 東京都 国会議員事務所 農業振興及び土地改良について調査懇談 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成17年２月４日 東京都 国会議員事務所 農業振興（園芸特産）について意見交換 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

平成17年２月８日 東京都 国会議員事務所 特老施設の整備について懇談調査 1万6,720円 1万6,720円 1万6,720円

塚　田　　　一 平成16年11月22日 東京都 国会議員事務所 県政の課題について意見交換 1万6,400円 1万6,400円 1万6,400円

平成17年１月11日 東京都 国会議員事務所 災害復旧事業に関する調査 1万6,400円 1万6,400円 1万6,400円

平成17年３月６日 千曲市 地元選出国会議員 県政の課題等について意見交換 720円 720円 720円

　議員本人からは、調査研
究のため、国会議員と千曲
市や坂城町で会っているし、
東京の事務所に訪問もして
いるとの主張があった。

　訪問先の関係者からは、
事前予約なしの訪問なので
記録は残っていないが、数
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交通費 宿泊費 その他 計

支出額
場　所

政務調査
費充当額

会派名 調査研究活動の状況議員名

政務調査費を充当した支出（調査研究に要する交通費、宿泊費等）

年月日 内　容相手方

平成17年３月19日 坂城町 地元選出国会議員 県政一般について意見交換 120円 120円 120円

平成17年３月31日 東京都 国会議員事務所 平成17年度公共事業予算について調査 1万6,400円 1万6,400円 1万6,400円

自由民主
党
県議団

小　林　　　実
平成16年８月19日

～
平成16年８月20日

群馬県 ダム関係者 多目的ダム視察、意見交換 1万8,493円 1万8,493円 1万4,800円
(限度1万4,800円)

　宿泊先は、四万温泉四万
グランドホテル

志昻会 本　部
平成16年７月５日

～
平成16年７月６日

三重県
伊勢神宮、おかげ
横丁

伊勢神宮参拝、おかげ横丁町並み視察 2万7,480円 12万2,310円
土産代
　 3,780円

15万3,570円 15万3,570円

三重県現地視察の概要
（月日）
　平成17年７月５日～７日
（相手先）
　三重県庁、三重ごみ固形
燃料発電所、シャープ亀山
工場
（内容）
　三重県の行政改革と成果、
三重県議会改革の取組み、
三重県の企業誘致の取組み
（総額）
43万5,190円

本　部
平成16年６月13日

～
平成16年６月14日

岩手県、
青森県

白神山地ビジター
センター、アクア
グリーンビレッジ
ＡＮＮＭＯＮ、
六ヶ所村核燃料リ
サイクル施設

青森ブランドづくり政策、観光と地域産
業の融合、エネルギー政策

15万4,928円 11万1,300円

研修費
1万7,410円
食糧費
2万3,250円
土産代
1万7,800円

32万4,688円 32万4,688円

岩手・青森県現地視察の概要
（月日）
　平成17年６月13日～15日
（相手先）
　岩手県庁、青森県庁、白
神山地ビジターセンター、
アクアグリーンビレッジＡ
ＮＮＭＯＮ、六ヶ所村核燃
料リサイクル施設
（内容）
　岩手県の行財政改革、廃
棄物対策など
　青森県のブランドづくり
政策、農業振興条例など
（総額）
70万3,288円
（その他）
　宿泊先は、大鰐温泉不二
やホテル

柳　田　清　二 平成16年４月３日 東京都
金融庁、若手地方
議会議員

県民クラブが３月に告発した公認会計士
と関連する者の調査、若手地方議会議員
と国会議員経験者との懇談

土産代
1万3,755円

1万3,755円 1万3,755円

村　上　　　淳 平成16年８月20日 岐阜県 岐阜県財政課
岐阜県の財政内容と三位一体による影響
と今後の県の財政に対する方向について
懇談

土産代
　 1,900円

1,900円 1,900円

県民クラ
ブ
・公明

回来ているとの確認が取れ
た。
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（別記８）

会派名 議員名
政務調査費を充当した支出（事務費（事務所賃借料を除く。））

政務調査
費充当額

事務所の形態 支払年月日 相手方 内　容 支出額

志昻会 保　科　俶　教
専ら調査研究活動のために
使用される事務所

平成16年４月５日
ほか69回

東日本電信電話（株）長野支店、ＫＤＤＩ（株）、
（株）ジャックスほか

電話代、携帯電話代、コピー機リース代ほか 70万3,517円 43万9,638円
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（別記９）

会派名 議員名
政務調査費を充当した支出（新聞購読料）

政務調査
費充当額

支払年月日 相手方 内　容 支出額

志昻会

清　水　　　洋
平成16年４月30日

ほか９回
（有）井桁屋新聞店 信濃毎日新聞ほか 11万5,606円 11万5,606円

高見澤　敏　光
平成16年４月30日

ほか28回
高見澤新聞店ほか 信濃毎日新聞ほか 13万6,605円 13万6,605円

県民クラブ
・公明

柳　田　清　二
平成16年６月29日

ほか11回
（有）山下新聞店 信濃毎日新聞ほか 7万2,168円 7万2,168円
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